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第 1章 計画策定にあたっての基本方針 

第１節 計画策定の趣旨 

○ 全国的に見ると、外来医療1については、地域で中心的に外来医療を担う無床

診療所の開設状況が都市部に偏っており、また診療所における診療科の専門分

化が進んでいる状況にあり、救急医療提供体制の構築、グループ診療の実施、

放射線装置の共同利用等の医療機関の連携の取組が、地域で個々の医療機関の

自主的な取組に委ねられている現状があります。 

 

○ これらの状況を踏まえ、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」

の第２次中間取りまとめにおいて、外来医療機能に関する情報の可視化、外来

医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療機器の

共同利用のあり方等についても、情報の可視化や新規購入者への情報提供を有

効に活用しつつ、必要な協議を行うこととされました。 

 

○ 平成３０年７月２５日には「医療法及び医師法の一部を改正する法律」（平

成３０年法律第７９号）が施行され、医療計画において外来医療に係る医療提

供体制の確保に関する事項（以下「外来医療計画」という。）が追加されまし

た。 

 

○ 本県の医療を取り巻く状況は、東日本大震災以前から全国平均を大きく下回

る医師不足の状況にあったところ、震災の影響によりその傾向が顕著となりま

した。 

その後、県内の医師数は徐々に増加し、県全体では震災前の水準まで回復し

ましたが、地域間の偏在が課題となるなど、依然として深刻な状況が続いてい

ます。 

 

○ また、震災により相双地域を中心とした避難地域では多くの医療機関が休止

若しくは廃止を余儀なくされており、避難地域への住民の帰還を促進するため

には、医療機関の再開支援等のインフラ整備に力を入れていく必要があります。 

 

○ こうした中、医師偏在の度合いや、医療機器の配置状況を指標化し、地域ご

との外来医療機能の偏在等を客観的に把握することにより、この情報を新たに

開業しようとしている医療関係者等が自主的な経営判断に当たって有益な情

報として参照できるよう提供することにより、個々の医師の行動変容を促し、

                                                   
1 本計画においては、診療所における外来医療の提供体制を指します。 



 

２ 

第 1章 計画策定にあたっての基本方針 

 

外来医療機能の偏在を是正することを目的とし、福島県外来医療計画を策定し

ます。 

第２節 計画の位置づけ 

○ 福島県外来医療計画は医療法第 30 条の４第１項及び同第２項第１０号の規

定に基づき、第七次福島県医療計画の一部として定めます。 

 

 

第３節 計画期間 

○ 福島県外来医療計画は、令和２年度を初年度とし令和５年度までの４か年を

最初の計画期間とします。 

 

○ 外来医療に係る医療提供体制は比較的短時間に変化しうることから、令和６

年度以降は福島県外来医療計画を３年ごとに見直すこととします。 

 

第４節 外来医療計画の実行に関する考え方 

  ○ 本計画は、外来医療機能の偏在を是正するための方策について、各地域で

議論を進めるための考え方を整理したものである。本計画を基に、今後、各

地域において、地域で不足する医療機能など、地域の現状や課題等について

協議をしながら、必要な施策を展開してまいります。 
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第２章 本県の外来医療 

第１節 人口構造  

○ 本県の総人口は 2015 年国勢調査において、1,914,039 人となっていま

すが、減少が続き、2025 年には 1,733,103 人、そして 2040 年には

1,426,392 人になると推計されています。 

 

○ 一方で、65 歳以上の人口が占める割合は、2015 年の 28.7%から、2025

年には 35.3%、2040 年には 42.2%に増加すると推計されています。 

 

表２－１ 福島県の将来推計人口 

出典：2015 年は国勢調査による実績値、2020 年以降は『日本の地域別将来推計

人口（平成 30 年推計）』（国立社会保障・人口問題研究所）  
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第２章 本県の外来医療 

第２節 外来医療の現状 

 １ 医療施設数及び医療施設従事医師数 

○ 本県の医療施設数を見ると、病院は 128 病院、診療所は 1,312 診療所と

なっています。 

 

○ 地域別には、県北、県中に多く所在している一方、県南、相双で少なくな

っています。 

 

○ また、医療施設に従事する医師数は県全体で 3,720 人となっており、病

院の医師数が 2,392 人、診療所の医師数が 1,328 人となっています。 

 

○ 地域別で見ると、県北で多く従事している一方、県南や相双で従事する医

師は少数となっています。 

 

表２－２ 医療施設数及び医療施設従事医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『平成 29 年医療施設調査（平成 2９年 1０月 1 日現在）』（厚生労働省） 

※休止中の医療機関を除く。  

圏域名
医療施設数

（病院）

医療施設数

（一般診療所）
病院医師数

一般診療所

医師数

県全体 128 1,312 2,392 1,328

県北 31 367 896 399

県中 33 349 643 377

県南 8 87 115 84

会津・南会津 19 181 337 148

相双 10 78 97 63

いわき 27 250 304 257

医療施設数 医療施設従事医師数（人）
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第２章 本県の外来医療 

～24歳
25～29

歳

30～34

歳

35～39

歳

40～44

歳

45～49

歳

50～54

歳

55～59

歳

60～64

歳

65～69

歳

70～74

歳

75～79

歳
80歳以上

全国 102,457 0 181 1,112 3,428 7,623 11,629 13,633 16,405 15,822 13,758 5,955 4,490 6,339 29.8%

県全体 1,328 0 1 12 18 54 105 213 232 241 184 86 58 102 32.4%

県北 399 0 0 4 6 13 29 55 60 69 59 37 24 43 40.9%

県中 377 0 1 3 8 21 34 64 64 62 50 28 17 25 31.8%

県南 84 0 0 0 0 1 6 14 13 12 11 6 4 17 45.2%

会津・南会津 148 0 0 5 0 3 11 21 36 33 21 7 4 7 26.4%

相双 63 0 0 0 1 3 3 13 12 14 8 3 3 3 27.0%

いわき 257 0 0 0 3 13 22 46 47 51 35 16 11 13 29.2%

65歳以上高

齢化率

総数医師

数（人）

年齢階級別医師数（人）

病院 一般診療所 病院 一般診療所 病院 一般診療所 病院 一般診療所 病院 一般診療所

県全体 145 1,468 130 1,391 128 1,319 128 1,312 0 -7

県北 33 404 32 393 32 372 31 367 -1 -5

県中 34 382 32 373 33 352 33 349 0 -3

県南 13 90 10 92 8 85 8 87 0 2

会津・南会津 20 194 20 190 19 180 19 181 0 1

相双 16 125 9 84 10 70 10 78 0 8

いわき 29 273 27 259 26 260 27 250 1 -10

圏域名
医療施設数（平成26年医療施設調査） 医療施設数（平成29年医療施設調査） 医療施設数増減数（H26→H29）医療施設数（平成20年医療施設調査） 医療施設数（平成23年医療施設調査）

2 年齢階級別医師数 

 ○ 県内の診療所に従事する医師の年齢階級別の構成を見ると、県南で 65 歳

以上高齢化率が 45.2％と高くなっています。次いで、県北で 40.9%となっ

ており、これらの地域では、今後若い世代の医師の確保が課題となっていま

す。 

 

表２－３ 年齢階級別診療所医師数 

出典：『平成 28 年医師・歯科医師・薬剤師調査』（厚生労働省） 

 

 ３ 医療施設増減数 

○ 県内の医療施設数の平成 26 年から平成 29 年の推移を見てみると、病

院については、県全体での増減はありませんが、一般診療所は 7 施設の減

少となっています。 

  

○ 地域別では、いわきや県北、県中で減少している一方、相双では東日本

大震災の影響で休止していた医療機関の再開や新たな医療機関の開設の動

きが見て取れます。 

 

表２－４ 医療施設増減数 

出典：『医療施設調査（各年 10 月 1 日現在）』（厚生労働省）※休止中の医療機関を除く 
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第２章 本県の外来医療 

４ 患者流出入数 

  ○ 県内の各二次医療圏間の患者の流出入の状況を見ると、相双から県北、県

中、いわきに多くの患者が流出しているのが分かります。そのため、県北、

県中、いわきにおいては、流出入調整係数が 1 を超えていますが、相双では

0.563 と 1 を大きく割り込んでいる状況です。 

 

表２－５ 患者流出入数1 

 

出典：『外来医師偏在指標に係るデータ集』（令和元年厚生労働省提供データ） 

 

 ５ 外来患者の受診割合 

  ○ 病院と診療所の外来患者の受診割合は、どの地域も概ね７割程の患者が診

療所で受診をしています。中でもいわきは診療所の受診割合が高く、8 割を

超える患者が診療所で受診している状況です。 

表２－６ 外来患者の受診割合 

 出典：『外来医師偏在指標に係るデータ集』（令和元年厚生労働省提供データ） 

                                                   
1 平成 29年患者調査の病院＋一般診療所の県内・県外の外来患者流出・流入数データを、ＮＤＢの平成 29年 4月から 30

年 3月までの病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データ（12か月分算定回数）の都道府県内二次医療圏

間流出入割合に応じて集計したもの。 

県北 県中 県南 会津・南会津 相双 いわき 県外
患者流出入数

(千人/日)

患者流出入調

整係数

県北 20.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 21.0 0.5 1.024

県中 0.2 21.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 22.1 2.1 1.093

県南 0.0 0.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.1 5.9 -0.2 0.968

会津・南会津 0.1 0.2 0.0 11.2 0.0 0.1 0.1 11.7 -0.2 0.984

相双 1.0 0.9 0.1 0.1 4.9 1.5 0.6 9.1 -4.0 0.563

いわき 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14.8 0.2 15.2 1.8 1.118

県外 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 - - - -

21.5 24.2 5.7 11.5 5.1 17.0 - 85.0 0.0 1.000

患者数（施設所在地）（病院＋一般診療所の外来患者数、千人/日）
患者総数(患

者住所地)

患者流出入

患

者

数

（

患

者

住

所

地

）

患者総数(施設所在地)
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第２章 本県の外来医療 

令和２年１月１日現在

休日夜間急患センター

休日等歯科診療所

福島市医師会 福島市夜間急病診療所(*)

安達医師会 （午後7時～翌朝8時）

伊達医師会

安達歯科医師会 福島市休日救急歯科診療所

（午前9時～午前11時30分、午後1時～午後4時30分）

福島薬剤師会 　

郡山医師会 郡山市休日・夜間急病センター(*)

（毎夜間午後7時～午後10時、日曜・祝日午前9時～午後5時）

田村医師会 須賀川地方休日夜間急病診療所(*)

（月曜～金曜午後7時30分～午後9時15分）

（土曜午後6時30分～午後8時45分）

（休日午前9時～午前11時30分、午後2時～午後4時30分）

石川郡医師会 田村地方夜間診療所

（月曜～金曜午後7時～午後9時30分）

 郡山市休日・夜間急病センター(*)

（日曜・祝日午前9時～午後5時）

薬
局

郡山薬剤師会

白河医師会 ［夜間病診連携］

東白川郡医師会 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院（白河医師会）

（月曜～金曜午後7時15分～午後9時30分）

白河歯科医師会

会津若松医師会 会津若松市夜間急病センター

喜多方医師会 （午後6時30分～午後10時30分）

両沼郡医師会

南会津郡医師会 　

会津若松歯科医師会

会津薬剤師会

相馬郡医師会 ［夜間病診連携］

公立相馬総合病院（相馬郡医師会）

（月曜～金曜午後7時00分～午後10時00分）

夜間小児科・内科初期救急医療事業（南相馬市）

（午後7時00分～午後9時30分）

ふたば医療センター附属病院
（365日24時間対応）

相馬歯科医師会

いわき市医師会 いわき市休日夜間急病診療所(*)

（月曜～金曜午後8時00分～午後11時00分）

（土曜午後8時00分～翌朝7時00分）

（日曜午後2時～午後6時00分、午後7時～午後11時00分）

いわき市休日救急歯科診療所

（日曜・祝日午前9時～午後0時00分、午後1時～午後4時00分）

(*)：薬局の薬剤師が輪番で派遣されている休日夜間急患センター

歯
科

い
わ
き

会
　
津
・
南
会
津

在宅当番制

県
　
中

医
科

初期救急医療機関

医
科

薬
局

相
　
双

医
科

県
　
南

医
科

歯
科

県
　
北

医
科

歯
科

歯
科

薬
局

歯
科

医
科

歯
科

 ６ 地域で不足する外来医療機能 

  ○ 厚生労働省の定めた外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラ

イン（以下、「ガイドライン」という。）によると、検討すべき地域で不足し

ている外来医療機能として、「夜間や休日における初期救急医療」、「在宅医療」、

「公衆衛生」が考えられるとしています。 

（１）初期救急医療体制 

    本県では在宅当番医と休日夜間急患センターにより、主として診療所の医

師が初期救急医療に対応しています。 
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第２章 本県の外来医療 

   （２）在宅医療体制 

高齢化が進む中で在宅医療の需要はますます増加することが見込まれる 

ため、こうした需要に対応するための在宅医療提供体制の強化が課題となっ

ています。 

表２－７ 医療保険等による在宅医療サービス施設数（病院）

 

表２－８ 医療保険等による在宅医療サービス施設数（診療所）

 

表２－９ 介護保険等による在宅医療サービス施設数

 

出典：『ふくしま医療情報ネット（令和２年３月１日現在）』（福島県） 

※『平成 29 年医療施設調査』（厚生労働省）  

往診
在宅患者訪問診

療
歯科訪問診療 救急搬送診療

在宅患者訪問看

護・指導

精神科在宅患者

訪問看護・指導

※

在宅患者訪問リ

ハビリテーショ

ン指導管理

訪問看護ステー

ションへの指示

書の交付※

在宅看取り※

県全体　 48 58 9 36 43 17 26 43 4

県北　　　　　　　　　　　　9 16 4 10 8 7 11 10 2

県中　　　　　　　　　　　　14 14 4 10 12 3 5 12 -

県南　　　　　　　　　　　　3 4 - 2 4 2 2 3 -

会津・南会津 7 10 1 6 7 1 5 6 1

相双　　　　　　　　　　　　5 6 - 5 3 - - 5 -

いわき　　　　　　　　　　　10 8 - 3 9 4 3 7 1

往診
在宅患者訪問診

療
歯科訪問診療 救急搬送診療

在宅患者訪問看

護・指導

精神科在宅患者

訪問看護・指導

※

在宅患者訪問リ

ハビリテーショ

ン指導管理

訪問看護ステー

ションへの指示

書の交付※

在宅看取り※

県全体　 485 347 8 50 152 3 54 222 79

県北　　　　　　　　　　　　140 98 2 12 44 - 21 70 28

県中　　　　　　　　　　　　141 109 2 22 46 2 10 78 25

県南　　　　　　　　　　　　34 19 - 3 10 - 3 10 3

会津・南会津 69 48 2 6 17 0 7 25 9

相双　　　　　　　　　　　　28 19 1 - 11 1 6 14 1

いわき　　　　　　　　　　　73 54 1 7 24 - 7 25 13

病院 診療所 病院 診療所 病院 診療所

県全体　 21 99 38 60 27 25

県北　　　　　　　　　　　　7 29 9 13 10 6

県中　　　　　　　　　　　　4 32 11 23 7 10

県南　　　　　　　　　　　　3 6 4 10 3 5

会津・南会津 3 14 7 7 4 3

相双　　　　　　　　　　　　- 1 2 - - -

いわき　　　　　　　　　　　4 17 5 7 3 1

居宅療養管理指導

（介護予防サービスを含む）

訪問看護

（介護予防サービスを含む）

訪問リハビリテーション

（介護予防サービスを含む）
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第２章 本県の外来医療 

   （３）公衆衛生 

・産業医2 

  本県における認定産業医数の推移を見ると、年ごとの増減はあります

が、全体としては横ばいとなっています。 

  産業医の需要は年々高まっており、不足する産業医の確保が課題とな

っています。 

 

表２－１０ 県内の認定産業医数

 

出典：『産業保健委員会資料』（福島県医師会） 

                                                   
2 企業等において、労働者の健康管理等を行う医師。常時 50 人以上の労働者を使用する事業

場ごとに 1 人上選任しなければならない。 

H27 H28 H29 H30 R1

福島市 132 125 125 128 126

伊達 18 18 20 19 19

安達 27 28 28 27 28

医大 10 8 9 7 9

郡山 154 157 160 161 163

田村 12 15 15 15 16

須賀川 34 34 34 35 33

石川郡 3 3 4 4 4

白河 32 34 33 35 35

東白川郡 7 6 6 6 6

会津若松 44 42 45 44 45

喜多方 14 14 15 16 16

両沼郡 9 8 10 9 9

南会津郡 5 7 6 6 6

相馬郡 42 39 38 40 40

双葉郡 20 19 17 18 18

いわき いわき市 126 113 119 122 120

132 102 133 136 140

821 772 817 828 833

産業医数（人）
医師会

合計

県北

県中

県南

会津・南会津

相双

非会員
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第２章 本県の外来医療 

学校医数（人） 学校数 学校医数（人） 学校数 学校医数（人） 学校数

全国平均 1,166 423 597 219 261 104

県全体 1,198 448 631 230 110 111

県北 284 103 128 44 24 23

県中 301 114 161 57 26 25

県南 88 37 44 18 8 8

会津・南会津 194 76 111 43 24 22

相双 122 50 62 26 8 13

いわき 209 68 125 42 20 20

小学校 中学校 高等学校

     ・学校医3 

     本県の学校医の状況は、小学校、中学校とも全国平均を上回っていま

すが、高等学校は全国平均を大きく下回っています。 

 

表２－１１ 学校医数 

出典：『平成 30 年度学校基本調査』（文部科学省） 

                                                   
3 学校における健康診断、健康相談等の保健管理に関する専門的事項の指導に従事する医師 
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第３章 外来医療機能の不足・偏在への対応 

第１節 外来医師偏在指標  

１ 外来医師偏在指標 

○ 医師確保計画における医師偏在指標により、医師全体の偏在の度合いが示

されることとなりましたが、外来医療についても外来医療の実態を反映する

指標が必要となりました。 

 

○ 外来医療機能の偏在等の可視化に当たっては、外来医療のサービスの提供

主体は医師であることから、外来医療に関する指標として医師数に基づく指

標を算出することになりました。 

 

○ 具体的には、医師確保計画における医師偏在指標と同様に、５つの要素を

勘案した人口１０万人対診療所医師数を「外来医師偏在指標」として定義し、

外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行います。 

 

 【５つの要素】 

  ◆医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化 

   地域ごとの性別・年齢階級別外来医療需要の変化 

  ◆患者の流出入等 

   昼間人口における患者の流出入 

  ◆へき地等の地理的条件 

   外来医師偏在指標においては、へき地等の地理的条件は勘案しない1 

  ◆医師の性別・年齢分布 

   労働時間を勘案した、性別・年齢階級別医師数 

  ◆医師偏在の単位（区域、病院／診療所）  

   地域ごとの診療所の外来患者対応割合 

 

○ 外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な充足状況を示すもの

ではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十

分に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対的な基準で取り扱うこと

や外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用を行うことの無いよう十分に

留意する必要があります。  

                                                   
1 へき地等への対応については、診療所の医師確保を積極的に行うことによりへき地等の病院に従事する医師

の新規開業が促されてしまうなど、関連する施策との不整合が生じることも考えられることから、外来医師偏

在指標においてはへき地等の地理的条件は勘案しないこととします。 
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第３章 外来医療機能の不足・偏在への対応 

２ 外来医師偏在指標の算定 

  ○ 外来医師偏在指標は厚生労働省が定めた算定式を用いて、全国一律に算定

されています。 

 

外来医師偏在指標＝

標準化診療所医師数（※１）

(
地域の人口

１０万
×地域の標準化受療率比（※２）)×地域の診療所の外来患者対応割合（※４）

  

 

 ※１ 

 標準化診療所医師数 = ∑性年齢階級別診療所医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

診療所医師の平均労働時間
 

 

 ※２ 

 地域の標準化外来受療率比 =
地域の外来期待受療率（※３）

全国の外来期待受療率
 

 

 ※３ 

 地域の外来期待受療率 = 
∑(全国の性年齢階級別外来受療率×地域の性年齢階級別人口)

地域の人口
 

 

 ※４ 

 地域の診療所の外来患者対応割合 = 
地域の診療所の外来延べ患者数

地域の診療所＋病院の外来延べ患者数
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第３章 外来医療機能の不足・偏在への対応 

第２節 外来医師多数区域の設定 

○ 外来医療計画の策定に当たっては、外来医療が一定程度完結する区域単位

で外来医療に係る医療提供体制の確保に関する取組を具体化する必要がある

ため、対象区域の設定を二次医療圏単位とします。 

 

○ ガイドラインによると、外来医師偏在指標の値が全国３３５の二次医療圏

の中で上位３３．３％に該当する二次医療圏を外来医師多数区域に設定する

とされています。 

 

○ しかし、本県の各医療圏の状況は、全ての医療圏において全国の値を下回

っているため、いずれの医療圏も外来医師多数区域には設定しないこととし

ます。 

 

○ 区域ごとの状況を見ると、県北が１０５．６、県中が８６．６、県南が８

０．８、会津・南会津が７７．２、相双が９０．７、いわきが８５．３とな

っており、県北に外来医療を担う診療所の医師が偏っている一方、県南や会

津・南会津では相対的に少ない状況となっています。 

 

表３－１ 外来医師偏在指標 

出典：『外来医師偏在指標に係るデータ集』（令和元年厚生労働省提供データ）  

二次医療圏 外来医師偏在指標 順位（335 医療圏中） 外来医師多数区域 

県  北 １０５．６ １１０ － 

県  中 ８６．６ ２４１ － 

県  南 ８０．８ ２７８ － 

会津・南会津 ７７．２ ２９１ － 

相  双 ９０．７ ２１９ － 

い わ き ８５．３ ２５４ － 

全国 １０６．３ － － 
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第３章 外来医療機能の不足・偏在への対応 

第３節 外来医療に関する協議の場の設置 

○ 医療法の規定に基づき二次医療圏ごとに診療に関する学識経験者の団体そ

の他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者

との連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項に

ついて協議を進めることとします。 

 

○ ガイドラインでは、この協議の場について、地域医療構想調整会議を活用

することが可能とされており、本県では、各構想地区の地域医療構想調整会

議を協議の場として設定することとします。 

 

○ 本県においては、二次医療圏内でも外来医療機能の偏在・不足等の状況が

地域により異なる状況が見られます。そのため、地域医療構想調整会議の下

に郡市医師会を中心とした外来医療機能の協議に関する部会等を設置するな

どし、より詳細な地域での協議を進めることとします。 

 

第４節 協議の場における協議事項 

○ 県は、地域で不足する外来医療機能（初期救急医療、在宅医療、産業医、

学校医等の公衆衛生に係る医療等）に関し、地域の実情や課題等についての

協議を行い、その結果について新規開業者等に情報提供するとともに、必要

な施策を検討し実施してまいります。 
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第４章 医療機器の効率的な活用に係る計画 

第１節 医療機器の共同利用 

○ 人口当たりの医療機器の台数には地域差があり、その種類ごとの配置状況

も地域により異なっています。今後、人口減少が見込まれ、効率的な医療提

供体制を構築する上で、医療機器についても効率的に活用できるよう対応を

する必要があります。 

 

○ このため、医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニー

ズを踏まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し、医

療機器を有する医療機関の情報を可視化した上で、新規購入希望者に対して

これらの情報を提供していきます。 

 

  ○ 本計画では、対象とする医療機器を CT、MRI、PET、マンモグラフィ、

放射線治療（リニアック、ガンマナイフ）とします。 

 

○ 医療機器の効率的な活用に係る協議を行う区域については、外来医療計画

と同様に二次医療圏単位とします。  
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第４章 医療機器の効率的な活用に係る計画 

第２節 医療機器の保有状況 

  ○ 県内の各二次医療圏における医療機器（CT、MRI、PET、マンモグラフィ、

放射線治療）の保有状況及び稼働状況は以下のとおりです。 

 

表４－１ 医療機器の保有状況 

 

出典：『平成 29 年医療施設調査』（厚生労働省） 

 

表４－２ 医療機器の稼働状況 

 

出典：『平成 29 年医療施設調査』（厚生労働省） 

※表記の「－」は台数が無い場合、「０」は台数があっても検査件数が無い場合。「＊」はデータ秘匿マーク。  

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィ 放射線治療 ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィ 放射線治療

県全体 127 63 5 53 14 103 39 5 20 1

県北 28 16 2 14 4 23 13 0 5 0

県中 37 16 0 15 5 17 10 5 5 1

県南 7 5 1 4 1 4 3 0 1 0

会津・南会津 19 9 1 9 2 15 2 0 2 0

相双 11 7 0 5 0 11 4 0 2 0

いわき 25 10 1 6 2 33 7 0 5 0

病院保有台数（台） 一般診療所保有台数（台）

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィ 放射線治療 ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィ 放射線治療

全国 2,437 1,890 794 482 20 662 1,945 1,019 625 23

県全体 2,155 1,678 1,006 412 21 632 1,846 582 385 28

県北 2,620 1,835 1,105 535 12 412 1,290 - 30 -

県中 1,941 1,492 - 469 41 1,345 2,954 527 400 28

県南 2,458 1,433 565 224 0 348 1,300 - 0 -

会津・南会津 2,481 1,995 623 341 19 578 1,871 - * -

相双 1,613 1,203 - 228 - 181 1,705 - * -

いわき 1,856 1,892 1,109 367 0 626 1,605 - 1,087 -

医療機器稼働率（機器1台あたり件数） 病院（件数／台） 医療機器稼働率（機器1台あたり件数） 一般診療所（件数／台）
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第４章 医療機器の効率的な活用に係る計画 

CT MRI PET マンモグラフィ 放射線治療

全国 11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

県全体 11.2 5.1 0.49 3.9 0.73

県北 10.0 5.8 0.40 4.0 0.78

県中 10.2 4.9 0.95 3.9 1.13

県南 7.3 5.5 0.68 3.6 0.67

会津・南会津 10.6 3.6 0.32 4.1 0.63

相双 11.2 5.8 0.00 4.1 0.00

いわき 16.8 5.0 0.29 3.4 0.58

調整人口あたり台数（台）

第３節 医療機器の配置状況に関する指標の算定 

○ 医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・年齢別ごとに大きな差が

あることから、医療機器の項目ごと及び地域ごとに性・年齢構成を調整した

人口あたり機器数を用いて指標を算定します。 

 

 調整人口あたり台数 =
地域の医療機器の台数

地域の人口

１０万
×地域の標準化検査率比（※１）

 

 ※１ 

 地域の標準化検査比率=
地域の性年齢調整人口あたり期待検査数（外来（※２））

全国の人口あたり期待検査数（外来）
 

 ※２ 

 地域の人口あたり期待検査数 

     =
∑{
全国の性年齢階級別検査数（外来）

全国の性年齢階級別人口
×地域の性年齢階級別人口}

地域の人口
 

 

○ 県内の医療機器の配置状況を見ると、CT、PET、マンモグラフィは全国値

を上回っていますが、MRI、放射線治療は全国値を下回っています。 

     

○ 区域ごとに見ると、相双医療圏やいわき医療圏では、CT の台数が全国値

を上回っている一方、PET や放射線治療の台数が全国値を大きく下回ってい

ます。また、ＭＲＩは、県中、会津・南会津、いわきで全国値より低くなっ

ています。 

表４－３ 医療機器の調整人口あたり台数 

出典：『医療機器の調整人口あたり台数に係るデータ集』（令和元年厚生労働省提供データ） 
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第４章 医療機器の効率的な活用に係る計画 

第４節 医療機器の共同利用計画 

○ 医療機器の効率的な活用のための取組として、医療機関が新規で対象医療

機器を購入する際に、医療機器の共同利用に係る計画（共同利用については、

画像診断が必要な患者を、医療機器を有する医療機関に対して患者情報と共

に紹介する場合を含む。以下「共同利用計画」という。）の作成を求めます。 

 

○ 共同利用計画には以下の項目を記載することとします。 

 ・共同利用の相手方となる医療機関 

 ・共同利用の対象とする医療機器 

 ・保守、整備等の実施に関する方針 

 ・画像撮影等の検査機器については、画像情報及び画像診断情報の提供に関

する方針 

 

○ 共同利用を行わない場合については、共同利用を行わない理由について、

協議の場で新規購入者に対し確認することとします。 
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第５章 資料編 

１ 主たる診療科別診療所医師数 

出典：平成 28年医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 

いわき

5

1

1

27

0

1

19

9

0

12

0

7

0

2

2

0

0

0

0

0

2

1

相双

2

0

1

5

0

0

4

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

会津・

南会津

3

1

1

15

0

0

11

9

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

県南

2

0

1

8

0

0

7

7

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

県中

12

0

3

31

0

2

28

17

0

15

1

3

0

6

2

0

0

0

0

0

5

0

県北

9

2

3

33

0

1

27

16

0

15

1

7

1

2

1

1

0

0

0

0

3

0

福島県

33

4

10

119

0

4

96

59

0

49

2

21

1

10

5

1

0

1

0

0

11

2

圏域名

泌尿器科

肛門外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

美容外科

眼科

耳鼻いんこ

う科

小児外科

産婦人科

産科

婦人科

リハビリ

テーション

科

放射線科

麻酔科

病理診断科

臨床検査科

救急科

臨床研修医

全科

その他

主たる診療

科不詳

いわき

257

103

1

6

11

2

0

3

0

8

0

2

0

16

4

3

9

0

0

0

0

0

相双

63

33

0

1

1

0

0

1

0

3

0

0

0

3

3

0

1

0

0

0

0

0

会津・

南会津

148

70

1

3

1

0

0

2

0

4

0

1

0

11

4

0

3

0

0

0

0

0

県南

84

36

0

3

5

0

0

0

0

2

0

0

0

4

5

0

2

0

0

0

0

0

県中

377

150

2

9

11

1

4

1

0

13

0

2

0

28

19

5

5

0

0

1

0

1

県北

399

172

0

6

24

1

2

2

0

14

0

0

0

31

12

2

11

0

0

0

0

0

福島県

1,328

564

4

28

53

4

6

9

0

44

0

5

0

93

47

10

31

0

0

1

0

1

圏域名

総数

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科

(胃腸内科)

腎臓内科

神経内科

糖尿病内科

(代謝内科)

血液内科

皮膚科

アレルギー

科

リウマチ科

感染症内科

小児科

精神科

心療内科

外科

呼吸器外科

心臓血管外

科

乳腺外科

気管食道外

科

消化器外科

(胃腸外科)

一

般

診

療

所

の

主

た

る

診

療

科

別

の

医

師

数

(人)
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第５章 資料編 

  2 医療機器の配置状況（病院）  

 

出典：平成 30年病床機能報告（厚生労働省）、ふくしま医療情報ネット（福島県） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機器配置状況（病院）                                          （令和２年３月１日現在）

方部 医療機関名 所在地 ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモグ

ラフィ

放射線治

療（体外

照射）

福島 一般財団法人桜ケ丘病院 福島市丸子字上川原２８－７３ 1

福島 一般財団法人大原記念財団清水病院 福島市南沢又字前田１６－３

福島 一陽会病院 福島市八島町１５－２７ 1

福島 福島中央病院 福島市吉倉字谷地５２ 1

福島 福島第一病院 福島市北沢又字成出１６－２ 1 1 1

福島 福島寿光会病院 福島市北町１－４０ 1

福島 医療法人篤仁会富士病院 福島市大波字熊野山１ 1

福島 医療生協わたり病院 福島市渡利字中江町３４ 1 1

福島 医療法人慈心会村上病院 福島市立子山字北浦３ 1

福島 医療法人明治病院 福島市北町２－４０ 1

福島 医療法人板倉病院 福島市成川字下畑２６－１

福島 あづま脳神経外科病院 福島市大森字柳下１６－１ 2 1

福島 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福島市光が丘１番地 6 4 2 1 1

福島 福島西部病院 福島市東中央三丁目15番地 1 1

福島 しのぶ病院 福島市大森字高畑３１－１ 1

福島 福島南循環器科病院 福島市方木田字辻の内３－５ 1

福島 一般財団法人大原記念財団大原医療センター 福島市鎌田字中江３３

福島 一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 福島市荒井北三丁目１番地の１３ 2 1

福島 済生会福島総合病院 福島市大森字下原田２５番地 1 1 1

福島 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 福島市上町６－１ 3 2 1

福島 福島赤十字病院 福島市八島町７番７号 2 2 1

県北 公立藤田総合病院 伊達郡国見町大字塚野目字三本木１４ 1 1 1

県北 梁川病院 伊達市梁川町字東土橋８

県北 医療法人湖山荘福島松ヶ丘病院 伊達市保原町上保原字羽山１

県北 独立行政法人 地域医療機能推進機構 二本松病院 二本松市成田町１－５５３ 1 1 1

県北 医療法人辰星会　枡病院 二本松市本町１－１０３ 1

県北 医療法人慈久会　谷病院 本宮市本宮字南町裡１４９ 1 1

県北 東北病院 本宮市青田字花掛２０

県北 医療法人辰星会　枡記念病院 二本松市住吉１００番地　　　　　 1 1 1

県北 済生会川俣病院 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端２番地４ 1

県北 北福島医療センター 伊達市箱崎字東２３番１ 1 2 2

郡山 針生ヶ丘病院 郡山市大槻町字天正坦11 1

郡山 あさかホスピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５ 1 1

郡山 郡山市医療介護病院 郡山市字上亀田１－１ 1

郡山 福島県総合療育センター 郡山市富田町字上ノ台４－１ 1

郡山 太田熱海病院 郡山市熱海町熱海五丁目２４０ 1 1 1

郡山 寿泉堂綜合病院 郡山市駅前一丁目1-17 2 2 1

郡山 寿泉堂香久山病院 郡山市香久池一丁目１８－１１ 1

郡山 星総合病院 郡山市向河原町159-1 2 1 1

郡山 郡山病院 郡山市清水台二丁目７－４

郡山 土屋病院 郡山市字山崎76-1 1 1

郡山 奥羽大学歯学部附属病院 郡山市富田町字三角堂３１－１ 2

郡山 南東北第二病院 郡山市八山田六丁目95 1

郡山 日東病院 郡山市細沼町３－６ 1

郡山 太田西ノ内病院 郡山市西ノ内二丁目５－２０ 4 2 1 1

郡山 今泉眼科病院 郡山市堂前町２０－９

保有台数（台）
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第５章 資料編 

 

  

方部 医療機関名 所在地 ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモグ

ラフィ

放射線治

療（体外

照射）

郡山 佐藤胃腸科外科病院 郡山市図景一丁目４－６ 1

郡山 坪井病院 郡山市安積町長久保一丁目１０－１３ 2 1 1 1

郡山 朝日病院 郡山市朝日三丁目８－２

郡山 桑野協立病院 郡山市島二丁目９－１８ 1 1

郡山 総合南東北病院 郡山市八山田七丁目１１５ 1 1 1 1

郡山 今泉西病院 郡山市朝日二丁目１８－８ 1 1

郡山 星ヶ丘病院 郡山市片平町字北三天７ 1

県中 公立岩瀬病院 須賀川市北町20 1 1 1

県中 独立行政法人国立病院機構
福島病院 須賀川市芦田塚13 1 1 1

県中 南東北春日
リハビリテーション病院 須賀川市南上町123番地の1 1

県中 寿泉堂松南病院 須賀川市滑川字池田100

県中 医療法人三愛会池田記念病院 須賀川市森宿字狐石129－7 1 1

県中 医療法人平心会須賀川病院 須賀川市丸田町17 1 1 1

県中 ひらた中央病院 石川郡平田村大字上蓬田字清水内4 1

県中 三春町立三春病院 田村郡三春町字六升蒔50 1 1

県中 公立小野町地方綜合病院 田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2 1 1 1

県中 たむら市民病院 田村市船引町船引字南町通111番地 1

県南 福島県厚生農業協同組合連合会
白河厚生総合病院 白河市豊地上弥次郎２－１ 2 2 1 2 1

県南 医療法人社団恵周会白河病院 白河市六反山10-1 1 1

県南 福島県太陽の国病院 西白河郡西郷村大字真船字芝原29-4 1

県南 西白河病院 西白河郡矢吹町井戸尻445

県南 福島県立矢吹病院 西白河郡矢吹町滝八幡100 1

県南 公益財団法人会田病院 西白河郡矢吹町本町216 1 1 1

県南 福島県厚生農業協同組合連合会
塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5 1 1 1

県南 医療法人社団青秀会車田病院 東白川郡塙町大字塙字大町3丁目35番地

会津 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 会津若松市河東町谷沢字前田２１番地２ 2 1 1

会津 竹田綜合病院 会津若松市山鹿町３番２７号 3 2 1 1 1

会津 公益財団法人　穴澤病院 会津若松市宮町１番１号

会津 つるが松窪病院 会津若松市一箕町大字鶴賀字苅林３９番地１

会津 会津中央病院 会津若松市鶴賀町１番１号 4 3 1 1 1

会津 医療法人明精会会津西病院 会津若松市北会津町東小松２３３５番地 1 1 1

会津 芦ノ牧温泉病院 会津若松市大戸町大字芦牧字壇ノ下８１１－１

会津 医療法人昨雲会　飯塚病院 喜多方市松山町村松字北原３６３４－１

会津 医療法人佐原病院 喜多方市字永久７６８９番地１ 1

会津 医療法人社団日新会入澤病院 喜多方市字蒔田３１０６番地の２ 1

会津 鳴瀬病院 喜多方市字稲荷宮７３０７番地の１ 1

会津 医療法人昨雲会飯塚病院附属有隣病院 喜多方市松山町村松字北原３６４３－１ 1 1 1

会津 医療法人社団小野病院 喜多方市字沼田６９９４番地 1 1

会津 猪苗代町立猪苗代病院 耶麻郡猪苗代町字梨木西６５番地１ 1

会津 福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院 河沼郡会津坂下町字逆水５０番地 1 1 1

会津 福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院 大沼郡会津美里町字高田甲２９８１番地 1 1

会津 福島県立宮下病院 大沼郡三島町大字宮下字水尻１１５０ 1

南会津 福島県立南会津病院 南会津町永田字風下14-1 1 1 1

相双 南相馬市立総合病院 南相馬市原町区高見町２丁目５４－６ 2 2 1

相双 渡辺病院 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 1 1 1

相双 医療法人社団青空会大町病院 南相馬市原町区大町３－９７ 1 1 1

相双 医療法人相雲会小野田病院 南相馬市原町区旭町３－２１ 1 1 1

相双 公益財団法人金森和心会雲雀ヶ丘病院 南相馬市原町区上町１－３０ 1

相双 公立相馬総合病院 相馬市新沼字坪ケ迫１４２ 1 1 1

相双 医療法人社団茶畑会相馬中央病院 相馬市沖ノ内３丁目５－１８ 1 1

保有台数（台）
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方部 医療機関名 所在地 ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモグ

ラフィ

放射線治

療（体外

照射）

相双 福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院 南相馬市鹿島区横手字川原２ 1 1

相双 高野病院 双葉郡広野町大字下北迫字東町２１４ 1

相双 福島県ふたば医療センター附属病院 双葉郡富岡町大字本岡字王塚817-1 1

いわき 長春館病院 いわき市平藤間字川前63-2

いわき 小名浜生協病院 いわき市小名浜岡小名字山ノ神32 1

いわき 公益財団法人ときわ会磐城中央病院 いわき市小名浜南富岡字富士前４１ 1 1 1

いわき 公益財団法人ときわ会　常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ﾉ台57 1 1 1 1

いわき (医)社団栄央会　なこそ病院 いわき市勿来町窪田町通２-114 1 1

いわき 公益財団法人ときわ会　小名浜中央病院 いわき市小名浜南富岡字薬師前5番地の1 1

いわき 一般財団法人　新田目病院 いわき市平上荒川字安草3

いわき 長橋病院 いわき市内郷御厩町四丁目100

いわき 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 いわき市内郷綴町沼尻3 2 1 1 1

いわき いわき市医療センター いわき市内郷御厩町久世原16 5 2 1 1

いわき 松村総合病院 いわき市平字小太郎町1-1 1 1 1

いわき 舞子浜病院 いわき市平藤間字川前63-1

いわき (医)福島アフターケア協会大河内記念病院 いわき市内郷御厩町三丁目96 1

いわき (医)常磐会いわき湯本病院 いわき市常磐湯本町台山6 1 1

いわき 福島整肢療護園 いわき市平上平窪字古館1-2

いわき (医)社団石福会　四倉病院 いわき市四倉町下仁井田字南追切2-2 1

いわき (医)松尾会　松尾病院 いわき市平字愛谷町四丁目1-4 1

いわき (医)泉心会泉保養院 いわき市泉玉露一丁目18-10

いわき 独立行政法人国立病院機構　いわき病院 いわき市小名浜野田字八合88-１ 1 1

いわき (医)博文会いわき開成病院 いわき市鹿島町飯田字八合5

いわき 社団(医)容雅会中村病院 いわき市小名浜大原字下小滝146-2 1

いわき 社団(医)養生会かしま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 1 1 1

いわき (医)社団正風会石井脳神経外科・眼科病院 いわき市小名浜林城字塚前3-1 1 1

いわき 櫛田病院 いわき市植田町本町一丁目11-1 1

いわき 呉羽総合病院 いわき市錦町落合1-1 1 1 1

いわき 社団(医)尚佑会　矢吹病院 いわき市佐糠町東一丁目18-3 1

いわき 社団(医)至誠会　こうじま慈愛病院 いわき市錦町鈴鹿103-1 1

保有台数（台）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機器配置状況（診療所）                                          （令和２年３月１日現在）

方部 医療機関名 所在地 ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモグ

ラフィ

放射線治

療（体外

照射）

福島 医療法人創仁会　あらいクリニック 福島市荒井字弁天前17-1

福島 医療法人　安斎外科胃腸科医院 福島市北五老内町3-22

福島 中村内科医院 福島市蓬莱町2-1-8

福島 医療法人　菊池クリニック 福島市花園町7-31

福島 小関小児科医院 福島市万世町5-37

福島 宍戸医院 福島市瀬上町字幸町8

福島 医療法人社団真子会　すやま小児科 福島市御山町6番29号

福島 すえなが内科小児科医院 福島市笹谷字中田4-12

福島 医療法人社団　鈴木医院 福島市八木田字神明149-1

福島 泌尿器科・皮膚科・内科北町丹治医院 福島市北町3番39号

福島 医療法人　イノモト医院耳鼻咽喉科 福島市瀬上町字四斗蒔24-7

福島 ＮＯＫ株式会社福島事業場診療所 福島市永井川字続堀8

福島 医療法人　北福島クリニック 福島市飯坂町平野字平田8-1

福島 南中央眼科クリニック 福島市南中央１丁目67番地の2

福島 福島ゴム株式会社診療所 福島市宮代字堂前28

福島 松川中央医院 福島市松川町字土腐8

福島 三河台内科クリニック 福島市野田町2丁目4-19

福島 医療法人　村上耳鼻咽喉科医院 福島市松木町1-23

福島 福島恵風園診療所 福島市仁井田字龍神前2-1

福島 陸上自衛隊福島駐屯地医務室 福島市荒井字原宿１

福島 なかむら外科内科クリニック 福島市宮下町15-18

福島 さとう内科医院 福島市豊田町4-12

福島 都小児科医院 福島市東中央1-9

福島 成田内科医院 福島市陣場町9-23 

福島 野村医院 福島市飯坂町平野字八龍前2-6

福島 むらおか内科・耳鼻科・整形外科クリニック 福島市松川町天王原89

福島 医療法人　佐藤医院 福島市陣場町1-8

福島 大平内科クリニック 福島市森合字台15-3

福島 やご内科リウマチクリニック 福島市森合字屋敷下36-2

福島 菅野産婦人科医院 福島市蓬莱町2-1-11

福島 おぐらじクリニック内科・小児科・消化器科 福島市小倉寺字中田31番地

福島 佐藤耳鼻咽喉科 福島市黒岩字田部屋12番地の3

福島 こじま小児科医院 福島市南沢又字桜内33番地の23

福島 本田内科医院 福島市飯坂町平野字東原42番地の12

福島 かんの消化器科外科医院 福島市山口字雷20番地

福島 一般財団法人 桜ヶ丘病院附属栄町クリニック 福島市栄町12-10

福島 ささやこどもクリニック 福島市笹谷字上成出21番地の20

福島 医療法人　待井循環器科内科クリニック 福島市南中央１丁目70番地

福島 近藤眼科 福島市太田町33番24号

福島 医療法人　丸子眼科医院 福島市仲間町3-30

福島 陽光園診療所 福島市南沢又字水門下160-3

福島 医療法人　桜樹会　岡部クリニック 福島市岡部字前田159番地の1

福島 エデンの園軽費老人ホーム医務室 福島市山口字柳沢60番地の１

福島 公益財団法人福島県保健衛生協会細胞診センター 福島市吉倉字谷地31番地の1

福島 医療法人創仁会　東日本診療所 福島市成川字台28番地の１

福島 紺野整形外科 福島市丸子字漆方6番地の10

福島 本町こころとからだクリニック 福島市本町5番19号

福島 医療法人社団　根本皮膚科 福島市南沢又字桜内33-15

福島 西部クリニック 福島市大森字舘ノ内73番地

福島 緑光園医務室 福島市飯坂町湯野字梁尻１の１

保有台数（台）

３ 医療機器の配置状況（診療所） 

出典：平成 30年病床機能報告（厚生労働省）、ふくしま医療情報ネット（福島県） 
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福島 きらり健康生活協同組合　須川診療所 福島市野田町1丁目12番72号 1 1 1

福島 もり皮膚科小児科医院 福島市大森字丑子内58-5

福島 田島整形外科 福島市西中央1丁目12番地2 1

福島 医療法人杏泉堂　本間内科 福島市笹木野字小針尻20番地の5

福島 八子胃腸科内科クリニック 福島市八島町2番3号

福島 特別養護老人ホーム　愛日荘園 福島市大波字熊野山1番地

福島 児玉胃腸科内科 福島市浜田町7番27号

福島 二瓶産婦人科医院 福島市瀬上町字明光町23-1

福島 藤原消化器科内科医院 福島市太平寺字過吹14-5

福島 佐久間内科 福島市陣場町4-8

福島 蓬莱東内科 福島市蓬莱町8丁目1-1 1

福島 黒岩内科医院 福島市黒岩字榎平64の1

福島 医療法人　すずきクリニック 福島市松川町字桜内7-2 1

福島 特別養護老人ホーム　ロング・ライフ診療所 福島市松川町字産子内1-1

福島 日東紡績株式会社福島第二工場診療所 福島市佐倉下一本杉20

福島 清心荘診療所 福島市南沢又字水門下160-1

福島 木村内科医院 福島市渡利七社宮10-1

福島 清明クリニック 福島市清明町3-8

福島 さとう胃腸科内科 福島市鳥谷野字宮畑93-3

福島 福島西部庭坂クリニック 福島市町庭坂字畑外6-16

福島 医療法人　福島腎泌尿器クリニック 福島市森合字屋敷下36-1 1

福島 医療法人本田クリニック　本田クリニック産科婦人科 福島市大森字赤沢97番地6

福島 福島県精神保健福祉センター 福島市御山町8-30

福島 福島県県北保健所 福島市御山町8-30

福島 大原こどもクリニック 福島市春日町12-32

福島 あんざいクリニック耳鼻科・眼科 福島市御山町6番9号 

福島 医療法人　六角クリニック 福島市仁井田字下鎌14-1

福島 公益財団法人福島県保健衛生協会総合健診センター 福島市方木田水戸内16-5 1 1

福島 医療法人　ささや産婦人科 福島市笹谷字石田5-15

福島 大武胃腸科外科医院 福島市野田町１丁目12-80

福島 荒井胃腸科内科 福島市泉字泉川3番地の１

福島 公益財団法人福島県労働保健センター附属　貴船診療所 福島市沖高字北貴船1-2 1

福島 末永眼科医院 福島市鎌田字御仮家73-4

福島 さかい眼科医院 福島市泉字弐斗蒔35-6

福島 石橋脳神経外科クリニック 福島市栄町6-6ﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ2F 1

福島 腎・泌尿器科クリニックさかがみ 福島市丸子字町頭20-13

福島 医療法人ピーチパイ ながさわ整形外科 福島市飯坂町平野字原東50-1 1

福島 皮フ科　たんじクリニック 福島市天神町15番10号

福島 竹内こどもクリニック 福島市北中央１丁目48番地の１

福島 みね皮膚科クリニック 福島市鎌田字御仮家51-1

福島 土屋眼科医院 福島市北五老内町6-6

福島 医療法人　後藤整形外科 福島市鎌田字門丈壇10-10

福島 医療法人　さいとう医院 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8

福島 野田循環器・消化器内科外科クリニック 福島市北矢野目字原田59-5 1

福島 医療法人さくら内科・循環器科医院 福島市上名倉吉前39-1

福島 特別養護老人ﾎｰﾑ　さわやかアイリス医務室 　 福島市在庭坂字志津山6番地の１

保有台数（台）
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福島 日東紡績株式会社福島工場診療所 福島市郷野目字東１

福島 福島競馬場人救護所 福島市桜木町17-55

福島 さとう胃腸科クリニック 福島市森合町2-21

福島 特別養護老人ホーム　「聖・輝きの郷」医務室 福島市山口字七口13-1

福島 笹木野みやけ内科外科 福島市笹木野字中小屋16-2 1 1

福島 にいつま内科・循環器科クリニック 福島市鎌田字一里塚5-11

福島 社会福祉法人北信福祉会　ほくしん診療所 福島市南矢野目字才ﾉ後6-2

福島 竹田眼科クリニック 福島市黒岩字素利町20-1

福島 きっかわ皮膚科 福島市南中央１丁目65-9

福島 南福島クリニック 福島市永井川字壇ﾉ腰10-3

福島 きらり健康生活協同組合　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田5 1

福島 福島県赤十字血液センター 福島市永井川字北原田17

福島 てらだクリニック 福島市八島田字下干損田4-1

福島 福島市保健福祉センター 福島市森合町10-1

福島 松川クリニック 福島市松川町沼袋字北原84-11

福島 横田泌尿器科 福島市野田町6-6-13 1

福島 池田医院 福島市飯坂町字若葉町5番地1

福島 特別養護老人ホーム　ひまわり苑医務室 福島市田沢字入20

福島 医療法人　いちかわクリニック 福島市南矢野目字鼓田6-1

福島 しぎはらクリニック 福島市八島田字勝口37

福島 天神橋クリニック 福島市渡利字天神27-1

福島 医療法人武田中央医院 福島市泉字仲ノ町14番地の13

福島 やすた耳鼻咽喉科クリニック 福島市東中央2丁目3番地の9

福島 渡利整形外科 福島市渡利字椚町53-10

福島 山内眼科 福島市渡利字椚町25-1

福島 クリニック２１ 福島市栄町6-6　ﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ2階

福島 きらり健康生活協同組合　とやのクリニック 福島市鳥谷野字宮畑64-1

福島 福島県厚生農業協同組合連合会　福島県農協会館診療所 福島市飯坂町平野字三枚長1-1 JA福島ビル1階

福島 医療法人社団　望星会　蓬莱東クリニック 福島市蓬莱町8-1-1

福島 iひふ・大腸　いがり弘之　由美子クリニック 福島市笹木野字中西裏18-5

福島 くさの耳鼻咽喉科クリニック 福島市天神町2番18号

福島 医療生協わたり病院附属　ふれあいクリニックさくらみず 福島市笹谷字塗谷地20-1

福島 みやざき内科循環器科クリニック 福島市八木田字中島54-2

福島 池田胃腸科外科医院 福島市笹谷字葭野21-1

福島 岩﨑消化器科内科医院 福島市丸子字沢目33-3

福島 さとう日出夫整形外科 福島市岡部字中条65 1

福島 ほりこし心身クリニック 福島市三河南町5-19

福島 あすなろ南矢野目クリニック 福島市南矢野目字清水前34-16

福島 さとう眼科 福島市大森字島ノ内69-17

福島 わたなべクリニック 福島市成川字神崎40-1

福島 内海メンタルクリニック 福島市蓬莱町6-2-12

福島 斎藤皮膚科クリニック 福島市八木田字井戸上89-1

福島 岩谷医院 福島市太田町17-27　ﾗ･ｼｪｰﾙ追分1F

福島 特別養護老人ホーム　アリヴァーレ宝生園　医務室 福島市上名倉字玉ノ木19-4

福島 ARCクリニックよしだ整形外科 福島市早稲町4-16　ﾗｳﾞｨﾊﾞﾚ一番丁1階

福島 特別養護老人ホーム　「生愛ガーデン」医務室 福島市大笹生字向年12

福島 やまもり内科 福島市八島田字琵琶渕62番地2

福島 西條耳鼻咽喉科医院 福島市笹谷字中田5-2

福島 しおや眼科 福島市置賜町5-26

福島 桜水さかい眼科 福島市笹谷字塗谷地37-3

保有台数（台）
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福島 医療法人ABCクリニック　新妻産婦人科 福島市陣場町9-18

福島 小野医院 福島市飯坂町字東堀切25-6

福島 おひさま子供クリニック 福島市大森字城ノ内24-10

福島 すこやかの里特別養護老人ホーム医務室 福島市沖高字中島14-1

福島 西口クリニック婦人科 福島市三河南町10-5

福島 おがたクリニック 福島市矢倉下10-1

福島 南福島さとう皮ふ科 福島市伏拝字台田20-1

福島 鎌田クリニック 福島市鎌田字舟戸前25-1

福島 おぎはら泌尿器と腎のクリニック 福島市荒町2-12　昭和ビル 1

福島 文化通りやぎうちクリニック 福島市新町3-30

福島 わたなべ内科 福島市北沢又字川寒西9-6

福島 福島刑務所医務課診療所 福島市南沢又字上原1

福島 小島内分泌内科クリニック 福島市松浪町2-8

福島 アートクリニック産婦人科 福島市栄町6-1　エスタビル12F

福島 大槻スリープクリニック 福島市早稲町4-1　Sleep oneビル2階

福島 むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 福島市渡利字鳥谷下町38-1 1 1

福島 特別養護老人ホーム　はなしのぶ医務室 福島市平石字堰ノ上3

福島 あずま通りクリニック 福島市栄町1-28　松ヶ丘ビル

福島 いずみよいこクリニック 福島市泉字弐斗蒔18-1

福島 医療法人桜樹会　八子医院 福島市桜木町1-27

福島 久津医院 福島市入江町13-3

福島 いのまた整形外科 福島市笹谷字中谷地13-4

福島 福島刑務支所医務課診療所 福島市南沢又字水門下66

福島 卸町クリニック 福島市鎌田字卸町8-2 1

福島 医療法人健腎会 大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック 福島市大森字街道下70-2

福島 みずの内科クリニック 福島市新町8－4　プレスビル1F

福島 とみたキッズクリニック 福島市黒岩字北井2-3

福島 うめつLS内科クリニック 福島市松浪町2番31号

福島 岡こどもクリニック 福島市南沢又字上並松23-2

福島 酒井内科クリニック 福島市岡部字中条82-1

福島 ただき耳鼻咽喉科クリニック 福島市南矢野目字清水前31-1

福島 いわた整形外科 福島市南矢野目字荒屋敷53-8

福島 ながおさ整形外科 福島市吉倉字八幡8-1

福島 ましこ眼科クリニック 福島市丸子字芳堀15-2

福島 西口ハートクリニック 福島市栄町1-1　福島ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ1F

福島 奥野胃腸科内科医院 福島市瀬上町字寺前７

福島 いそめこどもクリニック 福島市吉倉字八幡35-1

福島 医療法人泰博会　村島医院 福島市飯坂町字東堀切8

福島 特別養護老人ホーム　みず和の郷医務室 福島市松川町水原字神明山25-2

福島 まちなか宝生園医務室 福島市本町4-23

福島 国立大学法人福島大学保健管理センター 福島市金谷川１

福島 厚生会クリニック 福島市鎌田字門丈壇4番1 1

福島 さとうクリニック内科・消化器科 福島市方木田字中屋敷1-1

福島 特別養護老人ホーム信夫の里医務室 福島市仁井田字下川原17番地

福島 いずみさとう内科 福島市泉字清水内18番地の1

福島 ふくしま在宅緩和ケアクリニック 福島市郷野目字宝来町21番3

福島 いがらしキッズクリニック 福島市三河南町1-15

福島 医療法人社団互仁会　福島アイクリニック 福島市栄町1-1　エスパル福島5F

福島 のだまち胃と腸のクリニック 福島市野田町6丁目2-39

福島 福島病理研究所 福島市八木田字榎内13-12

保有台数（台）
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福島 森合くにい内科 福島市森合字高野1-12

福島 きらり健康生活協同組合　せのうえ健康クリニック 福島市瀬上町字四斗蒔1-6

福島 まゆみ整形外科クリニック 福島市森合字上森合6-1

福島 斎藤医院 福島市飯野町字町81

福島 生協いいの診療所 福島市飯野町字後川27-2

福島 生愛会中央医療クリニック 福島市大笹生字向平6-1

福島 さくま内科クリニック 福島市山下町4-11

福島 大川レディースクリニック 福島市鳥谷野字天神3-11

福島 まるべりー耳鼻科 福島市太平寺字町ノ内69-1 1

福島 渡辺政行整形外科ｸﾘﾆｯｸ 福島市北五老内町6番16号

福島 ひろやまﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 福島市三河南町1番15号　1階

福島 なごみの郷診療所 福島市太平寺字町ノ内30

福島 おおもり内科・循環器科クリニック 福島市大森字坿79番地の1

福島 こんの内科クリニック 福島市曽根田町3番19号

福島 まつもと脳神経・内科クリニック 福島市南矢野目字道下35-10 1

福島 ふくしま共同診療所 福島市太田町20番地7号 佐周第一ビル1階東側

福島 阿部循環器科内科クリニック 福島市南矢野目字上戸ノ内10番地の5

福島 御山内科クリニック 福島市御山字仲ノ町97-2

福島 太平寺整形外科クリニック 福島市太平寺字堰ノ上91-3

福島 手塚クリニック 福島市御山字清水尻51 1

福島 サポート２４笹谷クリニック 福島市笹谷字稲葉23番地4

福島 いがらし内科・消化器内科クリニック 福島市飯坂町平野字道下9-7

福島 たに内科・糖尿病内科クリニック 福島市天神町1番2

福島 石井クリニック 福島市上町4-34

福島 きたむら整形外科クリニック 福島市泉字大仏20-1

福島 しいの木おうちクリニック 福島市天神町16-7

福島 南福島ひまわりクリニック 福島市黒岩字竹ノ内12番地の1

福島 津川診療所 福島市堀河町3-17

福島 医療法人温故堂　やんべ整形外科 福島市黒岩字榎平65-1

福島 福島県飯坂ホーム診療所 福島市飯坂町字上原２６－１

福島 ハッピー愛ランドおおもり診療所 福島市大森字下原田４５－１

福島 飯野ふるさと村診療所 福島市飯野町大久保字古枝４１－１

福島 大学健康管理診療所 福島市光が丘１番地　８号館２階

福島 湘南美容クリニック福島院 福島市栄町6番1号　ﾒﾃﾞｨｱｼﾃｨ･ｴｽﾀ4階

福島 福島セントラルクリニック 福島市早稲町８－２２ 1 1 1

福島 きくち医院 福島市太平寺字児子塚36

福島 南やのめ皮膚科クリニック 福島市南矢野目字上戸ノ内７－７

福島 福島クリニック 福島市松川町浅川字上幸道７－１

福島 やざわみほこレディースクリニック 福島市森合字高野１番地の２３

福島 みみ・はな・のど　まついクリニック 福島市南矢野目字上戸ノ内３－１ 1

福島 高齢者総合休養村　あづまの郷　医務室 福島市上鳥渡字北河原2-1

福島 ふたば皮膚科 福島市森合字蒲原18-47

福島 福島市保健所 福島市森合町１０番１号

福島 福島市夜間急病診療所 福島市上町５番６号上町テラスビル２階

福島 東京中央美容外科美容皮膚科　福島下肢静脈瘤クリニック 福島市置賜町１番２９号佐平ビル１階１０３

福島 堀切眼科 福島市太田町8-17

福島 医療法人　祥義会　井上整形外科医院 福島市鳥谷野字梅ノ木内29番地の3

福島 三河台内科中野出張診療所 福島市飯坂町中野字栃窪44

福島 ライフナビ 脳と痛みと美容のクリニック 福島市御山字稲荷田52-1

福島 スリープ呼吸器内科クリニック 福島市鎌田字町東2番9 1

保有台数（台）
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福島 特別養護老人ホームいずみの郷診療所 福島市泉字弐斗蒔17番地1

福島 光が丘クリニック 福島市田沢字木曽内入24番地3

福島 茂庭診療所 福島市飯坂町茂庭字西川原87

福島 高野医院内科消化器内科 福島市笹谷字寺町14-3

福島 上野寺内科・呼吸器内科クリニック 福島市上野寺字西原9番地の1

福島 福島市こども発達支援センター 福島市森合町10番1号

県北 整形外科・内科・リウマチ科　小林医院 二本松市根崎2丁目197番地

県北 東雲堂内科・循環器内科クリニック 二本松市岳温泉1丁目164-2

県北 野地眼科医院 二本松市若宮1丁目183番地

県北 医療法人　青木整形外科医院 二本松市榎戸1丁目316番地の1 1

県北 ＮＯＫ株式会社二本松事業部健康管理室 二本松市宮戸30番地

県北 医療法人　ダザイ胃腸科内科医院 二本松市表1丁目495-1

県北 みうら内科クリニック 二本松市羽石110-6

県北 土川内科小児科 二本松市槻木250-3

県北 医療法人　森小児科医院 二本松市郭内2丁目341番地

県北 医療法人靜心会　斎藤医院　 二本松市若宮2丁目204-1 1

県北 鈴木皮フ科クリニック 二本松市本町2丁目74番地

県北 土川産婦人科医院 二本松市松岡265-16

県北 医療法人　三浦内科医院 二本松市亀谷2丁目208-1

県北 独立行政法人国際協力機構　二本松青年海外協力隊訓練所診察室 二本松市永田字長坂4-2

県北 特別養護老人ホーム安達ｹ原　あだたら荘内医務室 二本松市安達ｹ原1丁目291-1

県北 安齋内科胃腸科医院 二本松市若宮2丁目5番地の1

県北 本田レディスクリニック 二本松市本町1丁目229

県北 みずのクリニック 二本松市根崎1丁目55 1

県北 特別養護老人ホーム　うつくしの丘医務室 二本松市上葉木坂2-3

県北 佐藤内科胃腸科医院 二本松市油井字八軒町54

県北 きくち整形外科 二本松市油井字背戸谷地7-3 1

県北 しかの眼科 二本松市油井字福岡158番地の2

県北 かさい小児科クリニック 二本松市油井字福岡161-1

県北 和田医院 二本松市大字小浜字新町20

県北 小野崎医院 二本松市針道字上台36

県北 特別養護老人ホーム　「羽山荘」内医務室 二本松市太田字荻ﾉ田35-1

県北 医療法人靜心会　太田診療所　 二本松市太田字若宮19番地1

県北 下田診療所 二本松市太田字下田99-1

県北 東和クリニック 二本松市針道字蔵下120-1

県北 二本松市岩代国民健康保険診療所 二本松市百目木字町58

県北 特別養護老人ホーム　みどりの郷医務室 二本松市木幡字東和代65番1

県北 ばばクリニック 二本松市油井字福岡441番地2

県北 佐久間内科小児科医院 二本松市本町１丁目237番地

県北 渡辺医院 二本松市正法寺町186-1

県北 さくらクリニック 二本松市藤之前53

県北 二本松ウイメンズクリニック 二本松市亀谷1丁目275番4

県北 浪江町国民健康保険仮設津島診療所 二本松市油井字大窪118番地 1

県北 しんいち内科 二本松市油井字福岡40-1

県北 特別養護老人ホーム二本松いわしろ紀行内医務室 二本松市西勝田字杉内10番地

県北 ハッピー愛ランドあだち診療所 二本松市油井字中ノ内33-2

県北 伊達すりかみ荘診療所 伊達市一本松64

県北 医療法人　桑名医院 伊達市片町41番地

県北 くまだ小児クリニック 伊達市上台2-1

県北 おおこうち眼科 伊達市岡前20番地の5

保有台数（台）



 

29 

 

第５章 資料編 

 

 

方部 医療機関名 所在地 ＣＴ ＭＲＩ ＰET
マンモグ

ラフィ

放射線治

療（体外

照射）

県北 かしの木内科クリニック 伊達市岡前20-6

県北 伊藤皮フ科クリニック 伊達市岡前20-1

県北 医療法人　阪内医院 伊達市梁川町青葉町97番地 1

県北 医療法人　敬和会　もり医院 伊達市梁川町希望ヶ丘24

県北 梁川ホーム診療所 伊達市梁川町字東土橋65-1

県北 大木内科医院 伊達市保原町字元町4

県北 熊谷耳鼻咽喉科医院 伊達市保原町字宮下75-2

県北 医療法人 小野寺整形外科医院 伊達市保原町上保原字寺前2-7 1

県北 医療法人　武田小児科 伊達市保原町字栄町51番地

県北 セイントクリニック 伊達市保原町上保原字大地内39番4号

県北 医療法人　すずき医院 伊達市保原町西町175

県北 医療法人尚仁会　上保原内科 伊達市保原町上保原字大木田8番地の1

県北 石川小児科内科クリニック 伊達市保原町字半道18番地1

県北 医療法人厚良会　伊達セントラルクリニック 伊達市保原町字西町189番地の1

県北 さとうファミリークリニック 伊達市保原町上保原字中島8-5

県北 保原中央クリニック 伊達市保原町字城ノ内73-1 1

県北 ながえクリニック 伊達市保原町字中村町30-1

県北 特別養護老人ホームファミーユ医務室 伊達市保原町上保原字遍照原8-8

県北 霊山トレーニングセンター診療所 伊達市霊山町石田字彦平1-18

県北 医療法人　掛田中央内科 伊達市霊山町掛田字西裏49-1

県北 神岡クリニック 伊達市霊山町掛田字中町11-1

県北 星風苑医務室 伊達市月舘町御代田字月崎山1-7

県北 医療法人　せきね医院 伊達市月舘町月舘字町36番地１

県北 だて耳鼻科パオパオ 伊達市梨子木町27番地1

県北 おの整形外科クリニック 伊達市梁川町字西土橋120

県北 大山クリニック 伊達市北後13-1

県北 大泉ほんだクリニック 伊達市保原町大泉字大地内135-2

県北 池田皮膚科クリニック 伊達市保原町上保原字中ノ台4-20

県北 あづま脳神経外科病院  附属ほばらクリニック 伊達市保原町大泉字小作逢15-1 1 1

県北 特別養護老人ホーム孝の郷　医務室 伊達市霊山町掛田字明正寺21-1

県北 こばやし子ども・内科クリニック 伊達市梁川町字内町47

県北 ほばら眼科 伊達市保原町字宮下17番地の1

県北 特別養護老人ﾎｰﾑﾗｽｰﾙ伊達医務室 伊達市梁川町字東塩野川56-1

県北 ハッピー愛ランドほばら診療所 伊達市保原町字泉町1-1

県北 医療法人敬仁会なかのクリニック 伊達市保原町字城ノ内20番地1 1

県北 さとう整形外科内科クリニック 伊達郡保原町字東野崎70-1

県北 医療法人菊地整形外科 伊達市坂ノ上10番地の1

県北 ハッピー愛ランドほばら・いずみ診療所 伊達市保原町字泉町9-1

県北 ミツバチいたみと眠りのクリニック 伊達市宮前29番地1

県北 今野外科整形外科医院 本宮市本宮字万世159

県北 医療法人　国分整形外科医院 本宮市本宮字仲町18

県北 池田眼科医院 本宮市本宮字仲町22-3

県北 医療法人　上遠野内科医院 本宮市本宮字荒町54

県北 医療法人渡辺クリニック 本宮市高木字高木19-6

県北 朋長会　そへいクリニック 本宮市本宮字千代田56番地１

県北 よしだこどもクリニック 本宮市高木字平内67-15

県北 よしだ内科 本宮市本宮字一ﾂ屋1-1

県北 いしわたクリニック 本宮市荒井字東学壇11-1

県北 特別養護老人ホーム　ぼたん荘　医務室 本宮市本宮字上千束3番地

県北 特別養護老人ホーム　しらさわ有寿園　医務室 本宮市和田字戸ﾉ内158番地3

保有台数（台）
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県北 橋本クリニック 本宮市白岩字馬場110-1

県北 本宮市国民健康保険白岩診療所 本宮市白岩字田中225-8

県北 やなぎほり皮膚科クリニック 本宮市高木字平内74番１

県北 特別養護老人ホーム　カーサ・コリーナ医務室 本宮市和田字戸ノ内158番地3

県北 桑折緑風園診療所 伊達郡桑折町大字北半田字峯47番地

県北 医療法人　佐藤外科医院　さとう整形外科クリニック 伊達郡桑折町字堰合15番地

県北 あつかし荘診療所 伊達郡桑折町大字北半田字一本木前5-2

県北 遠藤内科医院 伊達郡桑折町字陣屋1-6

県北 まつもとクリニック 伊達郡桑折町大字南半田字六角15-1

県北 特別養護老人ホームコクーン医務室 伊達郡桑折町桑島四9番4

県北 井上内科クリニック 伊達郡桑折町大字谷地字石塚15

県北 医療法人　武田胃腸科内科医院 伊達郡国見町大字藤田字北12

県北 宮川医院 伊達郡国見町大字藤田字藤田1-11

県北 村上医院 伊達郡国見町大字藤田字北11の1

県北 特別養護老人ホーム「国見の里」医務室 伊達郡国見町小坂南3番地2

県北 川俣町国民健康保健　山木屋診療所 伊達郡川俣町山木屋字大清水2

県北 小寺医院 伊達郡川俣町字瓦町30

県北 鈴木内科医院 伊達郡川俣町字新中町21-3

県北 医療法人慈心会　村上医院　 伊達郡川俣町字本町44-1

県北 むとうこどもクリニック 伊達郡川俣町字瓦町31

県北 済生会川俣光風園診療所 伊達郡川俣町字上桜23-1

県北 川俣ホーム診療所 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-1

県北 十二社クリニック 伊達郡川俣町大字羽田字十二社5-1

県北 南東北シルクロード館医務室 伊達郡川俣町大字鶴沢字池ノ上30-1

県北 あんざい整形外科クリニック 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端28

県北 佐藤医院 伊達郡川俣町字五百田20番地の9

県北 済生会春日診療所 伊達郡川俣町字五百田20-1

県北 特別養護老人ﾎｰﾑはなづか医務室 伊達郡川俣町字五百田20-1

県北 特別養護老人ホーム陽だまりの里医務室 安達郡大玉村玉井字台9-1

郡山 特別養護老人ホーム　カーサ・ミッレ医務室 郡山市安積町笹川字西宿７７

郡山 あさかあすなろ荘医務室 郡山市安積町字大森町７０－１

郡山 佐藤眼科医院 郡山市安積町長久保三丁目１５－１２

郡山 宮田泌尿器科 郡山市安積町長久保一丁目４－２

郡山 酒井クリニック 郡山市安積町長久保三丁目１４－３

郡山 小野レディスクリニック 郡山市安積町長久保三丁目１０－３

郡山 あさか内科クリニック 郡山市安積町長久保一丁目１－５

郡山 安積整形外科 郡山市安積三丁目３４７

郡山 岡崎産婦人科 郡山市安積二丁目３３５

郡山 かわなこどもクリニック 郡山市安積三丁目２９８

郡山 ありが皮膚科クリニック 郡山市安積二丁目１１５－１

郡山 あさか耳鼻咽喉科クリニック 郡山市安積三丁目３１２－３

郡山 岡沼内科・往診クリニック 郡山市安積三丁目349-1

郡山 あさかストレスクリニック 郡山市安積三丁目３４１

郡山 渡辺医院 郡山市笹川二丁目２０３

郡山 スプリングガ－デンあさか医務室 郡山市笹川字目光池西１０－１

郡山 村上整形外科 郡山市安積荒井一丁目182

郡山 本間医院 郡山市安積町荒井字柴宮山５５－６８

郡山 南インター通りクリニック 郡山市安積荒井一丁目55

郡山 菊池眼科 郡山市安積荒井二丁目180

郡山 あさか野泌尿器透析クリニック 郡山市巳六段89

保有台数（台）
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郡山 山口内科クリニック 郡山市安積町荒井字萬海８３－１

郡山 渋谷クリニック 郡山市安積町成田字西畑１３－１

郡山 あさかの杜クリニック 郡山市安積町成田字漆山５０

郡山 地域密着型　特別養護老人ホーム　なりた医務室 郡山市安積町牛庭一丁目９８番地

郡山 池田内科医院 郡山市安積町荒井字下北井前４３－５

郡山 特別養護老人ホーム みほた 診察室 郡山市三穂田町鍋山字前原２５０－２

郡山 陸上自衛隊郡山駐とん地医務室 郡山市大槻町長右ヱ門林１

郡山 チルドレンクリニック 郡山市大槻町字二本木１２－１

郡山 相楽眼科 郡山市大槻町字西ノ宮西８１－２

郡山 三橋内科胃腸科クリニック 郡山市大槻町字北ノ林２７－２

郡山 植松医院 郡山市大槻町字六角北３０－１１

郡山 うじいえ内科クリニック 郡山市大槻町字広町２６－７

郡山 特別養護老人ホ－ムおおつき医務室 郡山市大槻町字西勝ノ 木５－１

郡山 おおつきまちクリニック 郡山市大槻町字蝦夷坦６９－１

郡山 えんどう耳鼻咽喉科医院 郡山市大槻町字広町４６－１

郡山 うさみ内科 郡山市大槻町字三角田８８－２

郡山 松井医院 郡山市大槻町字上町３２

郡山 武田整形外科クリニック 郡山市大槻町字広町２６－１

郡山 三央医院 郡山市土瓜一丁目１８５

郡山 鈴木ファミリークリニック内科小児科 郡山市土瓜二丁目２－４

郡山 下地脳神経内科 郡山市堤一丁目84番 1

郡山 小玉耳鼻咽喉科 郡山市中野一丁目２３

郡山 郡山整形外科・リハビリテーション科 郡山市鳴神三丁目１１０

郡山 コスモス通り心身医療クリニック 郡山市鳴神三丁目６９

郡山 モミの木クリニック 郡山市鳴神一丁目1-1

郡山 すがのクリニック 郡山市御前南六丁目16

郡山 たるかわクリニック 郡山市御前南一丁目13 1

郡山 眼科君塚医院 郡山市御前南一丁目5

郡山 めらクリニック 郡山市御前南三丁目201

郡山 たなかレディースクリニック 郡山市御前南五丁目28

郡山 おざわ整形外科クリニック 郡山市御前南六丁目141

郡山 わんぱくさいとうこども医院 郡山市御前南六丁目122

郡山 コスモス皮膚科・内科クリニック 郡山市御前南五丁目150

郡山 特別養護老人ホーム星ヶ丘ホーム医務室 郡山市片平町字妙見舘１－１

郡山 采女の里やすらぎ医務室 郡山市片平字妙見舘１－２

郡山 特別養護老人ホームうねめの里医務室 郡山市片平町字妙見館１－２

郡山 おおがクリニック 郡山市片平町字出磬東5-5

郡山 地域密着型　特別養護老人ホーム　うねめの里はるひめ医務室 郡山市片平町字妙見舘10番1

郡山 増戸医院 郡山市逢瀬町多田野字久保田１０－１

郡山 経済産業省共済組合産業技術総合研究所支部診療所福島分室 郡山市待池台二丁目2-9　ふくしま再生可能エネルギー研究所内

郡山 ひさこファミリークリニック 郡山市中ノ目一丁目２６－２

郡山 南東北ロイヤルライフ館医務室 郡山市日和田町梅沢字丹波山３－２

郡山 南東北さくら館医務室 郡山市日和田町梅沢字丹波山３－２

郡山 森藤医院 郡山市日和田町字山ノ井２

郡山 ひわだ太田診療所 郡山市日和田町字原１２－４１

郡山 日和田整形痛みのクリニック 郡山市日和田町字南原２－５４

郡山 青山医院 郡山市日和田町字南原2-133

郡山 トリニティ眼科 郡山市日和田町字小原1　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙﾌｪｽﾀ2F

郡山 喜久田クリニック 郡山市喜久田町堀之内字南椚内８－１０

郡山 特別養護老人ホーム笑風苑医務室 郡山市喜久田町前田沢字小室山５－４５

保有台数（台）
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郡山 福島県保健衛生協会　県南診療所 郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３７７

郡山 おおつき耳鼻咽喉科クリニック 郡山市八山田西一丁目93

郡山 地域密着型特別養護老人ホーム　第二笑風苑　医務室 郡山市喜久田町菖蒲池6-1

郡山 東原クリニック 郡山市喜久田町字前北17-1

郡山 ぐっすりーぷクリニック 郡山市喜久田町字遠北原7-5

郡山 郡山せいわ園医務室 郡山市舞木町字間明田１０４

郡山 クリニック光の森 郡山市横川町字遠後30番地の1

郡山 特別養護老人ホーム 光の森の丘 医務室 郡山市安原町字谷津１７１－１

郡山 西田診療所 郡山市西田町三町目字竹ノ内１２８

郡山 特別養護老人ホーム玉川ホーム診察室 郡山市熱海町玉川字阿曽沢１１－１

郡山 特別養護老人ホームあたみホーム医務室 郡山市熱海町玉川字阿曽沢１－３０

郡山 メンタルクリニック小野内科・心療科 郡山市大町二丁目１５－２　ハート調剤ビル４Ｆ

郡山 三浦医院 郡山市駅前二丁目７－４

郡山 石橋医院 郡山市駅前一丁目１４－１６

郡山 公益財団法人寿泉堂クリニック 郡山市駅前一丁目５－７ 1

郡山 ロマリンダクリニック 郡山市駅前二丁目１１－１

郡山 郡山タウン形成外科クリニック 郡山市駅前二丁目３－１０　セントラルビル６階

郡山 山田眼科医院 郡山市駅前一丁目１１－１２

郡山 城本クリニック郡山院 郡山市駅前一丁目６－５　ピースビル郡山２階

郡山 郡山あおい眼科 郡山市駅前二丁目１０－１３　サンコービル602

郡山 東京中央美容外科美容皮膚科　郡山下肢静脈瘤クリニック 郡山市駅前二丁目10-19　エリート31ビル4F 

郡山 福島県赤十字血液センター郡山駅前出張所 郡山市駅前一丁目6番10号

郡山 アークAGAクリニック郡山院 郡山市駅前一丁目4-9　ラ・フォンテCS　2F

郡山 医療法人社団互仁会郡山アイクリニック 郡山市字燧田195番地　エスパル郡山1階C-4区画

郡山 中町耳鼻咽喉科クリニック 郡山市中町１４－１７

郡山 クリニック兼谷 郡山市中町１１－７　アオキヤビル3F

郡山 さくまメンタルクリニック 郡山市中町７－１６　安積野ビル３階

郡山 金子耳鼻咽喉科医院 郡山市清水台二丁目７－５

郡山 平栗内科医院 郡山市赤木町１２－１５

郡山 根本クリニック 郡山市咲田一丁目５－１１ 1

郡山 福原内科胃腸科医院 郡山市神明町１６－８

郡山 桜井産婦人科医院 郡山市虎丸町２３－１８

郡山 ユア・クリニックたかはし 郡山市虎丸町１－５　ロイヤルライフ虎丸１階

郡山 さとう眼科クリニック 郡山市長者一丁目２－１０

郡山 長者2丁目かおりやま内科 郡山市長者二丁目12-5

郡山 今村ホームクリニック 郡山市緑町４－１２

郡山 いしだ内科 郡山市緑町1-6

郡山 あさひ内科クリニック 郡山市朝日三丁目２－３３

郡山 塚原産婦人科内科外科医院 郡山市桑野二丁目３４－１２

郡山 西田皮膚クリニック 郡山市桑野四丁目１０－１１

郡山 くわのすずき内科クリニック 郡山市桑野四丁目10-6

郡山 いがらし内科外科クリニック 郡山市並木二丁目１２－７ 1 1

郡山 東城クリニック 郡山市並木3-6-19

郡山 下亀田紀行診療所 郡山市字下亀田3-1

郡山 さくまファミリークリニック 郡山市亀田一丁目５１－１２ 1

郡山 てちがわら内科 郡山市島一丁目１７－３ 1

郡山 久米こどもクリニック 郡山市島二丁目５０－１

郡山 特別養護老人ホーム　イル･ヴィラージュ医務室 郡山市島一丁目210-1

郡山 うちだ泌尿器・腎クリニック 郡山市島一丁目17-6

郡山 希望ヶ丘ホーム医務室 郡山市希望ヶ丘３１－２６

保有台数（台）
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郡山 添田整形外科 郡山市富田町字町畑２４－３

郡山 ふるかわ皮ふ科クリニック 郡山市不動前一丁目３８－２

郡山 さとう脳神経クリニック 郡山市富田町字稲川原７７ 1

郡山 渡辺美佳子こどもクリニック 郡山市富田町字下亀田１－３５

郡山 ひろさか内科クリニック 郡山市富田町字中ノ目４１

郡山 よつば皮フ科クリニック 郡山市富田町字鍛冶田10-1

郡山 おおた呼吸器クリニック 郡山市富田東三丁目105

郡山 すずき耳・鼻・のどクリニック 郡山市富田町字中ノ目42番地

郡山 太田整形外科クリニック 郡山市不動前一丁目３８－１

郡山 やまさわ内科 郡山市不動前一丁目３９

郡山 佐々木医院 郡山市町東一丁目１９６

郡山 海野医院 郡山市町東三丁目１００

郡山 さがわ内科・消化器科クリニック 郡山市富田東五丁目20

郡山 さかい小児科クリニック 郡山市富田東三丁目20

郡山 やぎぬま心療内科 郡山市富田東三丁目188

郡山 宝沢内科クリニック 郡山市富久山町八山田字大森新田３５－３

郡山 渡辺栄一整形外科 郡山市八山田西三丁目411

郡山 小池消化器科・内科クリニック 郡山市八山田西三丁目420

郡山 ひだ内科・神経内科クリニック 郡山市八山田西三丁目13 1

郡山 おおたけ内科外科クリニック 郡山市富久山町八山田字東平作１０－６

郡山 南東北グランプラス八山田 医務室 郡山市富久山町八山田字土布池55-1

郡山 むかわクリニック 郡山市八山田五丁目７９

郡山 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属南東北医療クリニック 郡山市八山田七丁目１６１ 1 1

郡山 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属南東北眼科クリニック 郡山市八山田七丁目１６６

郡山 一般財団法人　脳神経疾患研究所　付属　南東北がん陽子線治療センター 郡山市八山田七丁目１７２ 1 1 3

郡山 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属南東北BNCT研究センター 郡山市八山田七丁目10

郡山 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　南東北創薬・サイクロトロン研究センター 郡山市八山田七丁目61-2

郡山 半田整形外科 郡山市富久山町福原字鳴伊賀６２－１

郡山 さとう皮フ科 郡山市富久山町福原字沼下５５－１３８

郡山 鈴木医院 郡山市富久山町福原字鎌田２４－８

郡山 星富久山医院 郡山市富久山町久保田字久保田９１－１

郡山 浅木整形外科医院 郡山市富久山町久保田字金堀田４０－２

郡山 朝田クリニック 郡山市富久山町久保田字愛宕２３

郡山 ささうち内科クリニック 郡山市富久山町久保田字久保田１１２

郡山 永岡医院 郡山市富久山町久保田字上野１７－１

郡山 伊藤眼科 郡山市富久山町久保田字伊賀河原５

郡山 いいもり子ども医院 郡山市富久山町久保田字伊賀河原３

郡山 ロブレ耳鼻咽喉科 郡山市富久山町久保田字伊賀河原１３－１

郡山 あべウイメンズクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原６－１

郡山 すずきクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原１２

郡山 えんどう内科クリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原75-2

郡山 よしだ皮ふ科クリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原７７

郡山 あまら整形外科 郡山市富久山町久保田字伊賀河原9-1

郡山 さかえ内科クリニック 郡山市横塚二丁目１５－６

郡山 ほり耳鼻咽喉科クリニック 郡山市横塚二丁目１５－５

郡山 浜津眼科 郡山市横塚一丁目３－８

郡山 こおりやまほっとクリニック 郡山市横塚三丁目４－２１

郡山 公益財団法人　星総合病院　ほし横塚クリニック 郡山市横塚二丁目２０－３６ 1

郡山 折笠医院 郡山市横塚六丁目１０－１８

郡山 東部整形外科 郡山市字北畑15

保有台数（台）
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郡山 美術館通りクリニック 郡山市字下舘野２３－４

郡山 桜井診療所 郡山市方八町二丁目６－１６

郡山 山下内科胃腸科医院 郡山市方八町二丁目１６－１１

郡山 斎藤クリニック 郡山市芳賀三丁目３－２０ 1

郡山 パナソニック株式会社　インダストリアルソリューションズ社　電子材料事業部　郡山 郡山市字石塚１１１

郡山 七ツ池クリニック 郡山市七ツ池町26-19

郡山 天田内科クリニック 郡山市山根町１２－２７

郡山 大野医院 郡山市香久池二丁目１１－８

郡山 五十嵐内科医院 郡山市小原田二丁目１７－１４

郡山 古川内科眼科医院 郡山市小原田四丁目１２－２６

郡山 ししど整形外科クリニック 郡山市小原田三丁目7番14号

郡山 トータルヘルスクリニック 郡山市字山崎１７１

郡山 じんキッズクリニック 郡山市字山崎305-6

郡山 おおのこどもクリニック 郡山市字賀庄５４－１

郡山 桜クリニック 郡山市字名倉２４－１

郡山 大山内科クリニック 郡山市久留米三丁目１２６－１

郡山 柴宮整形外科クリニック 郡山市久留米六丁目１６４－１

郡山 南川渓谷診療所 郡山市久留米四丁目９－１

郡山 菁莪堂栗山医院 郡山市開成二丁目２３－２３

郡山 山田内科クリニック 郡山市開成二丁目７－８

郡山 よしじまクリニック 郡山市開成四丁目９－１７

郡山 せいの内科クリニック 郡山市開成六丁目１９２－２

郡山 ファミリークリニックさとう 郡山市開成五丁目12-2

郡山 長谷川整形外科医院 郡山市鶴見坦二丁目４－２４

郡山 鶴見坦民井診療所 郡山市鶴見坦一丁目６－１０

郡山 さくま耳鼻咽喉科 郡山市鶴見坦二丁目９－１９

郡山 たかはし内科・眼科クリニック 郡山市鶴見坦一丁目９－１３

郡山 長岐医院 郡山市菜根三丁目１９－９

郡山 上石整形外科医院 郡山市菜根一丁目１９－２

郡山 石井在宅クリニック 郡山市菜根三丁目２５－８

郡山 許田クリニック 郡山市菜根三丁目１３－１０

郡山 下田皮膚科医院 郡山市菜根一丁目２５－６

郡山 かずま医院 郡山市菜根一丁目１５－２

郡山 内山心療内科クリニック 郡山市菜根三丁目2-12

郡山 菊池医院 郡山市本町一丁目１４－２１

郡山 古川産婦人科 郡山市本町二丁目１０－１１

郡山 山本内科医院 郡山市本町二丁目７－１５

郡山 本町鈴木クリニック 郡山市本町二丁目２－７ 1

郡山 すみこしこどもクリニック 郡山市本町二丁目11-7

郡山 長谷川皮膚科医院 郡山市栄町８－１７

郡山 中村脳神経外科クリニック 郡山市池ノ台７－２４ 1

郡山 池ノ台クリニック 郡山市池ノ台３－１

郡山 内科・リウマチ科大口クリニック 郡山市麓山二丁目11-26

郡山 医療法人大島クリニック 郡山市麓山二丁目6番18号

郡山 どうまえクリニック 郡山市堂前町３１－６

郡山 太田メンタルクリニック 郡山市堂前町２－１８ 栗山ビル１階

郡山 八木眼科医院 郡山市堤下町９－７

郡山 矢内クリニック 郡山市緑ヶ丘東三丁目１－４

郡山 ハーモニーみどりヶ丘診療所 郡山市緑ヶ丘東六丁目２６－２

郡山 緑ケ丘こどもクリニック 郡山市緑ヶ丘東三丁目１－３

保有台数（台）
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郡山 金屋診療所 郡山市田村町金屋字上川原１１７－１

郡山 根本内科医院 郡山市田村町金屋字マセロ４０－２

郡山 まつもと内科クリニック 郡山市田村町金屋マセ口4-1

郡山 やまぐち整形外科クリニック 郡山市田村町金屋字マセ口5-1

郡山 宗像医院 郡山市中田町中津川字町田前２７１

郡山 田村診療所 郡山市田村町岩作字穂多礼２１８

郡山 特別養護老人ホームさくら「さくらの医務室」 郡山市田村町岩作字梅木平１２

郡山 根本医院 郡山市田村町谷田川字北表４５

郡山 鈴木医院 郡山市湖南町舘字伊勢ノ前１２３７－５

郡山 二瓶医院中野診療所 郡山市湖南町中野字堰内２４９５－４

郡山 二瓶医院 郡山市湖南町三代字御代１２５０

郡山 半澤医院 郡山市湖南町福良字町浦１００

郡山 ニコニコこども館 郡山市桑野一丁目２－３

郡山 郡山市休日・夜間急病センター 郡山市字上亀田１－１

郡山 郡山市健康振興財団診療所 郡山市朝日二丁目１５－１ 1

郡山 郡山市保健所 郡山市朝日二丁目１５－１

郡山 福澤整形外科クリニック 郡山市安積町日出山四丁目６２

郡山 郡山開成山クリニック 郡山市長者一丁目４－２５

郡山 三菱電機株式会社コミュニケーションネットワーク製作所郡山工場診療所 郡山市栄町２－２５

県中 厚生労働省第二共済組合福島病院所属所 須賀川市芦田塚１３

県中 特別養護老人ホーム愛寿園 須賀川市吉美根字土橋121

県中 豊増医院 須賀川市東町55-7

県中 医療法人清水産科婦人科クリニック 須賀川市一里坦14-4

県中 社会福祉法人福音会宇津峰十字の里 須賀川市大字下小山田字月夜田203

県中 医療法人小林医院 須賀川市南町30-10 1

県中 医療法人江藤医院 須賀川市小作田字荒町台36-1

県中 医療法人大高眼科医院 須賀川市八幡町24-18

県中 小橋クリニック 須賀川市大字仁井田字大谷地172-3

県中 熊田医院 須賀川市柱田字石田5

県中 医療法人須賀川セントラル眼科 須賀川市岡東町101

県中 医療法人吉田医院 須賀川市上北町96-1

県中 小森山産婦人科医院 須賀川市西山寺町60番地

県中 あづまクリニック 須賀川市前川52-1

県中 医療法人黒澤医院 須賀川市大字森宿字鍛冶山36-10

県中 髙橋整形外科 須賀川市塚田142

県中 特別養護老人ホームシオンの園 須賀川市下小山田字月夜田206

県中 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院附属須賀川診療所 須賀川市大袋町206-2 1

県中 医療法人長沼クリニック 須賀川市長沼字殿町11-3

県中 須賀川市保健センター 須賀川市諏訪町67-1

県中 折笠クリニック 須賀川市東作146-7

県中 須賀川地方休日夜間急病診療所 須賀川市諏訪町67-1

県中 渡辺内科・胃腸科クリニック 須賀川市山寺町162番地

県中 こんの小児科 須賀川市中宿346

県中 特別養護老人ホーム長沼ホーム医務室 須賀川市志茂字末津久保1-2

県中 かのめガーデンクリニック 須賀川市大字和田字六軒173

県中 渋谷クリニック岩瀬 須賀川市矢沢字竹ノ内158-1

県中 医療法人あすなろこどもクリニック 須賀川市西山寺町２２８

県中 医療法人西間木医院 須賀川市和田字弥六内356-4

県中 国分内科クリニック 須賀川市中宿445番地 1

県中 矢部医院 須賀川市大町280

保有台数（台）
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県中 わたなべ整形外科医院 須賀川市西川字池ノ上51-113

県中 橋本医院 須賀川市越久字三斗内76

県中 太田耳鼻咽喉科医院 須賀川市北山寺197番地

県中 山田クリニック 須賀川市越久字三斗内75-1

県中 さとう心療内科 須賀川市山寺町37番地

県中 あべ内科医院 須賀川市木之崎字寺前77-6

県中 医療法人須賀川クリニック 須賀川市北山寺113番地

県中 そのべ整形外科 須賀川市前田川字宮の前166-140

県中 医療法人陽和会ひまわり皮ふ科医院 須賀川市花岡9-3

県中 みやのもりクリニック 須賀川市森宿字横見根13ｰ3

県中 春日クリニック 須賀川市東町119-2

県中 関根医院 須賀川市影沼町226-3

県中 いわせ長寿苑医務室 須賀川市矢沢字明池158番地

県中 須賀川南クリニック 須賀川市広表77-1

県中 ブナの木内科診療所 須賀川市矢沢字天神210

県中 特別養護老人ホームゆう遊館医務室 須賀川市滑川字関ノ上26-1

県中 今泉須賀川医院 須賀川市南町320

県中 太田メディカルクリニック 須賀川市諏訪町5番地

県中 かみやま皮フ科クリニック 須賀川市宮先町24番地1

県中 石川内科 須賀川市下宿町57番地

県中 特別養護老人ホーム　エルピス医務室 須賀川市和田字沓掛48-1

県中 医療法人大高内科クリニック 須賀川市大町403-9

県中 大久保クリニック 田村市船引町船引字扇田211

県中 秋元医院 田村市船引町船引字畑添4

県中 特別養護老人ホーム都路まどか荘診療所 田村市都路町古道字寺下60

県中 医療法人遠藤医院 田村市船引町門沢字直道338

県中 さいとう医院大越診療所 田村市大越町下大越字町149-1

県中 清水医院 田村市船引町船引字馬場60

県中 白岩医院 田村市常葉町常葉字内町48

県中 特別養護老人ホーム船引こぶし荘診療所 田村市船引町船引字源次郎131

県中 医療法人健山会船引クリニック 田村市船引町船引字砂子田42

県中 青山医院 田村市常葉町常葉字荒町48

県中 さとう耳鼻咽喉科クリニック 田村市船引町船引字堰田82-18

県中 まつえ整形外科 田村市船引町船引字源次郎125-31

県中 こじま眼科 田村市船引町船引字源次郎125-40

県中 かとうの内科クリニック 田村市船引町東部台4-81

県中 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院附属滝根診療所 田村市滝根町神俣字町52

県中 田村市立都路診療所 田村市都路町古道字寺下50 1

県中 中央通りクリニックやない 田村市船引町東部台3-108

県中 まつざき内科胃腸科クリニック 田村市常葉町西向字米粉原８

県中 特別養護老人ホームときわ荘　診療所 田村市常葉町常葉字長縄５－１

県中 東部台こどもクリニック 田村市船引町東部台３丁目78

県中 田村地方夜間診療所 田村市船引町船引字源次郎68番地2

県中 特別養護老人ホーム花音医務室 田村市船引町船引字下大平105番地1

県中 社会福祉法人啓誠福祉会特別養護老人ホームさくらの里医務室 田村市滝根町菅谷字大子堂153番25

県中 医療法人矢吹医院 岩瀬郡鏡石町中央206

県中 針谷クリニック 岩瀬郡鏡石久来石南498-3

県中 特別養護老人ホーム鏡石ホーム医務室 岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町139-1

県中 つむらやクリニック 岩瀬郡鏡石町鏡沼189-2

県中 にほ小児科医院 岩瀬郡鏡石町鏡沼214

保有台数（台）
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県中 岡ノ内クリニック 岩瀬郡鏡石町岡ノ内306

県中 特別養護老人ホーム牧場の朝医務室 岩瀬郡鏡石町桜町225-15

県中 鏡石クリニック 岩瀬郡鏡石町本町201番地3

県中 よしだ総合診療・在宅ケアクリニック 岩瀬郡鏡石町不時沼217番地1

県中 ごとう内科クリニック 岩瀬郡鏡石町中町229番地

県中 天栄村国民健康保険診療所 岩瀬郡天栄村大字湯本字下原74

県中 田中医院 岩瀬郡天栄村大字下松本字四十壇9

県中 特別養護老人ホーム天栄ホーム医務室 岩瀬郡天栄村大字飯豊字新田前21-1

県中 医療法人梨の樹会天栄クリニック 岩瀬郡天栄村大字飯豊字上原32

県中 石川町立養護老人ホーム長生園 石川郡石川町大字塩ノ平201-1

県中 大竹眼科 石川郡石川町字新町44-2

県中 医療法人萩医会やまもと内科クリニック 石川郡石川町大字双里字白坂下75-3

県中 特別養護老人ホーム「さくら荘」 石川郡石川町大字南山形字中ノ沢54

県中 医療法人社団愛恵会大野診療所 石川郡石川町字下泉171

県中 石川中央医院 石川郡石川町字新町55

県中 添田医院 石川郡石川町大字湯郷渡字米子平192

県中 ひらた中央病院附属中島医院 石川郡石川町字新町46-1 1

県中 とりごえ整形外科クリニック 石川郡石川町大字形見字尾巻184-1

県中 医療法人田中内科医院 石川郡石川町字立ヶ岡50

県中 医療法人味原医院 石川郡玉川村大字川辺字和尚平279

県中 医療法人敬友会大木医院 石川郡玉川村大字南須釜字行人塚8

県中 あつうみ内科医院 石川郡玉川村大字小高字中畷18-1

県中 特別養護老人ホームたまかわ荘医務室 石川郡玉川村大字中字入山59

県中 ひらた中央クリニック 石川郡平田村大字上蓬田字大隅30

県中 特別養護老人ホーム「よもぎ荘」医務室 石川郡平田村大字永田字広町31

県中 医療法人久慈会　深谷診療所 石川郡浅川町大字浅川字大明塚112-40

県中 特別養護老人ホームさぎそう 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地177-6

県中 角田内科医院　胃・大腸クリニック 石川郡浅川町大字東大畑字新町10-1

県中 ふるどのクリニック 石川郡古殿町大字松川字林14-1

県中 特別養護老人ホーム「ふるどの荘」医務室 石川郡古殿町大字松川字林4-1

県中 西山医院 田村郡三春町字御免町179番地

県中 特別養護老人ホームあぶくま荘診療所 田村郡三春町字六升薪68

県中 矢吹医院 田村郡三春町字中町28

県中 石川医院 田村郡三春町字中町1-1

県中 のざわ内科クリニック 田村郡三春町大字貝山字岩田86-2

県中 むとう整形外科クリニック 田村郡三春町大字貝山字岩田86-1

県中 春山医院 田村郡三春町字荒町138

県中 しのはら眼科 田村郡三春町字北町19

県中 養護老人ホーム三春町敬老園診療所 田村郡三春町字六升蒔50番地1

県中 せんざき医院 田村郡三春町大町32

県中 雷クリニック 田村郡三春町担橋二丁目1番地2

県中 特別養護老人ホームほほえみの里医務室 田村郡三春町大字熊耳字神山287番

県中 柏原クリニック 田村郡小野町大字小野新町字八反田2-3

県中 特別養護老人ホームこまち荘診療所 田村郡小野町大字小野新町字美売57

県中 かみや内科クリニック 田村郡小野町大字小野新町字門番93番地1

県中 さいとう医院　本院 田村郡小野町大字小野新町字中通59-1

県中 医療法人朝陽会橋本医院 田村郡小野町大字谷津作字馬場70-1

県中 医療法人島貫整形外科 田村郡小野町大字小野新町字中通156

県中 石塚医院 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木123 1

県中 社会福祉法人啓誠福祉会　特別養護老人ホームさくら医務室 田村郡小野町大字小野新町字団子田36番地1

保有台数（台）
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県中 社会福祉法人かがやき福祉会　特別養護老人ホームつつじの里　医務室 田村郡小野町大字谷津作字高山３番地２

県南 青村眼科医院 白河市本町63

県南 吉田医院 白河市年貢町2

県南 小﨑内科医院 白河市愛宕町3

県南 関医院 白河市横町125

県南 尾股整形外科医院 白河市立石123

県南 水野耳鼻咽喉科医院 白河市一番町29

県南 おかざきクリニック 白河市新白河2-57

県南 医療法人一麦会渡辺医院 白河市中町5

県南 片倉内科胃腸科クリニック 白河市立石120-6

県南 片倉医院産科婦人科 白河市昭和町1

県南 近藤眼科 白河市大手町4-5

県南 医療法人　大高内科胃腸科 白河市道場小路91-10

県南 わたなべ内科医院 白河市新白河1丁目97

県南 医療法人公翁会千葉医院 白河市外薄葉43-1

県南 みうら小児クリニック 白河市白坂石阿弥蛇17-1

県南 河田眼科医院 白河市大手町6-5

県南 野村貫成堂クリニック 白河市新白河4丁目59

県南 さかの整形外科クリニック 白河市旭町2-125

県南 船久保眼科医院 白河市北堀切41-3

県南 すずき内科クリニック 白河市大森の内84-4

県南 大髙整形外科 白河市昭和町5番地

県南 医療法人昭寿会 つかはら内科クリニック 白河市郭内12-14

県南 鈴木ホームクリニック 白河市南真舟6-2

県南 ありがクリニック 白河市北中川原183-1

県南 円谷産婦人科医院 白河市道場小路62

県南 尾股耳鼻咽喉科医院 白河市立石１４３番地の１

県南 しらかわ腎泌尿器内科クリニック 白河市中山南2-24

県南 南湖こころのクリニック 白河市関辺引目橋３３ 1

県南 わたなべ子どもクリニック 白河市老久保１６番４

県南 よこむら整形外科クリニック 白河市老久保１４番地１

県南 なかつか耳鼻科 白河市大手町１０番１

県南 いがらし内科クリニック 白河市老久保１３番地１

県南 白河市表郷クリニック 白河市表郷金山長者久保２番地５

県南 医療法人　江藤医院 白河市東深仁井田字刈敷坂82

県南 くにい増見クリニック 白河市大信増見字下ノ田45

県南 らくらく医院 白河市大信町屋字町屋107-1

県南 医療法人 緑桜会　緑が丘さくら診療所 白河市東深仁井田字道山６番地１０ 1

県南 明渓醫院 白河市明戸98-2

県南 敦記念田口医院 白河市郭内11番地 1 1

県南 白河在宅支援診療所 白河市泉田池ノ上83-1

県南 ねもとキッズクリニック 白河市立石山１１－４

県南 よしだ内科クリニック 白河市結城１１３－１

県南 しらかわ透析・内科クリニック 白河市北真舟25-2 パークシティ104ビル2階

県南 住友ゴム工業（株）白河工場診療所 白河市双石広久保1

県南 パナソニック株式会社　白河地区　健康管理室 白河市白坂牛清水15

県南 小峰苑診療所 白河市新夏梨1番地2

県南 社会福祉法人しらかわ会　しらかわの里 白河市萱根金ヶ入10-1

県南 特別養護老人ﾎｰﾑ大信「聖・虹の郷」診療所 白河市大信増見字八幡山５５番地３

県南 白河市中央保健センター 白河市北中川原313

保有台数（台）
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県南 福島県厚生農業協同組合連合会農村健診センター 白河市豊地上弥次郎２番地１

県南 かねこクリニック 西白河郡西郷村字道南東11番地 1

県南 ニューロクリニック 西白河郡西郷村下前田東5-1 1

県南 いわしなクリニック 西白河郡西郷村大字米字西原3-5

県南 廣田診療所 西白河郡西郷村大字真船字小萱１５の２

県南 福島県やまぶき荘診療所 西白河郡西郷村大字小田倉字上野原452-1

県南 福島県さつき荘診療所 西白河郡西郷村大字真船字芝原341-6

県南 さざなみ学園診療所 西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389-5

県南 ケアハウス泉崎医務室 西白河郡泉崎村大字太田川字金山34

県南 泉崎南東北診療所 西白河郡泉崎村大字泉崎字山ケ入５６

県南 地域密着型特別養護老人ホーム　さつきの郷医務室 西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山７－１

県南 中島村保健センター 西白河郡中島村大字滑津字二ツ山65-3

県南 きくち診療所 西白河郡中島村大字滑津字二ツ山37-11

県南 特別養護老人ホーム　ひかりの里医務室 西白河郡中島村大字滑津字宿裏10番地1

県南 松崎医院 西白河郡矢吹町中町311

県南 すずきクリニック 西白河郡矢吹町八幡町268-6

県南 樋口小児クリニック 西白河郡矢吹町大久保393

県南 医療法人小針医院 西白河郡矢吹町曙町86 1

県南 きたむら整形外科 西白河郡矢吹町八幡町261-1

県南 まつやまクリニック 西白河郡矢吹町八幡町５６２－１

県南 医療法人あさひ会　渡部医院 西白河郡矢吹町文京町２２６

県南 特別養護老人ホーム寿光園診療所 西白河郡矢吹町滝八幡159-2

県南 ふじた循環器内科クリニック 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町22

県南 杉山胃腸科外科皮膚科 東白川郡棚倉町大字棚倉字広畑153-7

県南 和田医院 東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡3

県南 あらまちクリニック 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町156-2

県南 大木医院 東白川郡棚倉町大字棚倉字古町28-4

県南 おおひら整形外科クリニック 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏53-8

県南 特別養護老人ホーム寿恵園 東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘79

県南 医療法人久慈会深谷クリニック 東白川郡棚倉町大字関口字上志宝73番地

県南 特別養護老人ホーム　ほたるの里医務室 東白川郡棚倉町大字関口字豊郷１０３番地

県南 東舘診療所 東白川郡矢祭町大字東舘字反田13-1

県南 木村医院 東白川郡矢祭町大字戸塚字山崎116-1

県南 特別養護老人ホームユーアイホーム 東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷122

県南 藤井ハイム矢祭医務室 東白川郡矢祭町大字東舘字柳町５２番地

県南 医療法人 徹仁会 中島医院 東白川郡塙町大字塙字本町114-1

県南 藤井ハイムはなわ医務室 東白川郡塙町大字伊香字中妻２４１番１

県南 養護老人ホーム藤井ハイムやみぞ診療所 東白川郡塙町大字伊香字中妻２９３番地

県南 つちやクリニック 東白川郡塙町大字塙字材木町10-1

県南 鮫川村国民健康保険診療所 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿189-1

県南 特別養護老人ホームさめがわ医務室 東白川郡鮫川村大字西山字水口３１

会津 三菱伸銅株式会社若松製作所診療所 会津若松市扇町１２８番７号

会津 一般社団法人　順天道医院　米山眼科 会津若松市東栄町６－７

会津 会津若松市夜間急病センター 会津若松市山鹿町１番２２号

会津 福島県赤十字血液センター会津出張所 会津若松市一箕町大字八幡字門田１番地２

会津 会津若松市保健センター 会津若松市城前２番８号

会津 医療生協会津若松診療所 会津若松市東千石１丁目２番１３号

会津 特別養護老人ホーム芦ノ牧ホーム 会津若松市大戸町大字芦牧字壇ノ下８４５番地

会津 医療法人　クリニック高谷 会津若松市宮町６番４１号

会津 医療法人　高村整形外科 会津若松市門田町大字中野字大道東９－４

保有台数（台）
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会津 医療法人　志波医院 会津若松市馬場町２番２１号

会津 医療法人　手塚医院 会津若松市材木町一丁目１０番１５号

会津 医療法人　林谷内科医院 会津若松市栄町７番２６号

会津 医療法人　山田整形外科医院 会津若松市表町５番６号

会津 医療法人　吉田内科 会津若松市中町１番２６号

会津 蛯谷クリニック 会津若松市天神町２４－５３

会津 医療法人　丸山内科小児科医院 会津若松市日新町４番３８号

会津 医療法人　蛯谷整形外科医院 会津若松市白虎町６６番の８

会津 医療法人遠山会　遠山胃腸科内科医院 会津若松市城北町６番１号 1

会津 医療法人　二瓶眼科医院 会津若松市七日町８番５０号

会津 医療法人　長谷川内科消化器科医院 会津若松市行仁町３番３１号

会津 医療法人　穴沢耳鼻咽喉科医院 会津若松市天神町３１番３号

会津 会津富士通セミコンダクター株式会社　健康推進センター 会津若松市門田町工業団地４番

会津 医療法人　黒河内内科・小児科・神経科医院 会津若松市中町１番１６号

会津 特別養護老人ホーム　会津みどりホーム 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂５５番地１

会津 社会福祉法人　会津長寿園診療所 会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙４５９番地の３

会津 佐藤内科・小児科医院 会津若松市新横町６－２６

会津 医療法人　前田眼科医院 会津若松市中町３番３０号

会津 加藤内科小児科医院 会津若松市川原町１－１３

会津 荒川胃腸科・内科クリニック 会津若松市中央二丁目１番２９号

会津 クリニック荒木 会津若松市神指町大字黒川字湯川東２２７番地

会津 いとう子どもクリニック 会津若松市門田町大字黒岩字大坪１８０番地

会津 えんどうクリニック 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原４１７番地の３

会津 いがらし耳鼻咽喉科 会津若松市扇町１７番地

会津 医療法人　わたなべクリニック 会津若松市一箕町松長１丁目１７番地３２

会津 いいづかファミリークリニック 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合５９

会津 仙波耳鼻咽喉科医院 会津若松市門田町大字日吉字丑渕１１－４２－１

会津 あらい内科循環器科クリニック 会津若松市城西町５番５５号

会津 こばり耳鼻咽喉科クリニック 会津若松市宮町６番５５号

会津 舟田クリニック産科婦人科 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原３４番地

会津 障がい者支援施設アガッセ 会津若松市神指町榎木壇７３番地

会津 斎藤医院 会津若松市住吉町２５番３０号

会津 石田眼科医院 会津若松市日新町１番２号

会津 遠藤皮膚科医院 会津若松市山鹿町６－６０

会津 にいでら診療所 会津若松市門田町大字飯寺字村東６１６－２７

会津 さいとう内科・胃腸科クリニック 会津若松市宮町８番５０号

会津 特別養護老人ホーム枝雪零苑診療所 会津若松市一箕町大字松長字下長原１５２番地

会津 医療法人　徒之町クリニック 会津若松市徒之町４番２５号

会津 医療法人五星会　星皮膚科胃腸科医院 会津若松市大町一丁目３番１６号

会津 会津クリニック 会津若松市材木町一丁目４番４号

会津 北田内科医院 会津若松市門田町大字中野字大道西３９番地

会津 白虎ファミリークリニック 会津若松市八角町１３番３８号

会津 医療法人　たてうまクリニック 会津若松市館馬町１番３号

会津 佐瀬皮膚科医院 会津若松市白虎町３８－９

会津 医療法人　佐藤内科循環器科医院 会津若松市東栄町５番３２号

会津 あいづ整形外科リハビリテーションクリニック 会津若松市対馬館町５番１号

会津 渡辺脳神経クリニック 会津若松市町北町大字中沢字新田２７番１ 1

会津 入澤泌尿器科内科クリニック 会津若松市門田町大字日吉字丑渕１１番２１号 1

会津 山口皮ふ科医院 会津若松市天神町３１番５号

会津 七日町クリニック 会津若松市西七日町３番１２号

保有台数（台）
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会津 鈴木内科・消化器科クリニック 会津若松市大町一丁目２番２０号

会津 医療法人清記会　アピオ・リウマチクリニック 会津若松市インター西７３番１号

会津 会津アイクリニック 会津若松市白虎町１８１－１

会津 医療法人　くらしげ内科小児科医院 会津若松市中島町６番５号

会津 山鹿クリニック 会津若松市本町１番１号 1 1

会津 わかまつインターベンションクリニック 会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原25番地の１ 1

会津 なるせとみこレディースクリニック 会津若松市白虎町６６番地の１

会津 小島原内科クリニック 会津若松市米代一丁目６－２８

会津 特別養護老人ホーム絆　医務室 会津若松市湊町大字共和字西田面１８０

会津 小野木クリニック 会津若松市材木町二丁目５番２０号

会津 いとう内科消化器科クリニック 会津若松市門田町大字日吉字笊籬田２７番地１

会津 あみウイメンズクリニック 会津若松市八角町４番２１号

会津 おのぎレディースクリニック 会津若松市門田町大字飯寺字村東８６３番６号

会津 そね内科クリニック 会津若松市扇町４１番地

会津 扇町渡部小児科アレルギー科医院 会津若松市扇町26番１

会津 医療法人　耳鼻咽喉科鈴木医院 会津若松市西栄町１０番１４号

会津 力神堂ひぐち眼科 会津若松市昭和町２番２０号

会津 特別養護老人ホーム　会津敬愛苑　医務室 会津若松市北会津町東小松字南古川１番地

会津 会津けやき眼科 会津若松市幕内南町９番１０号
アピタ会津若松店　１F

会津 やまうち整形外科クリニック 会津若松市東千石１丁目４番７号

会津 五十嵐整形外科ペインクリニック 会津若松市城東町６－１０

会津 あなざわクリニック 会津若松市北青木１－２４

会津 かべや耳鼻咽喉科 会津若松市千石町９番２０号

会津 特別養護老人ホーム気生苑診療所 会津若松市昭和町１番地３６号

会津 清田内科循環器クリニック 会津若松市白虎町１５４－９

会津 特別養護老人ホーム天生診療所 会津若松市一箕町松長６丁目１２番１

会津 医療法人社団新生会　佐藤医院 会津若松市西栄町２番２７号

会津 やまみこどもクリニック 会津若松市山見町４０－２

会津 昭和電工株式会社　東長原診療所 会津若松市河東町大字東長原字長谷地１１１

会津 いなにわ医院 会津若松市河東町大字谷沢字十文字１０６番地

会津 公益財団法人福島県保健衛生協会　会津診療所 会津若松市真宮新町北一丁目１３番地

会津 医療法人　はせがわ整形外科クリニック 会津若松市北会津町東小松字北古川５０番地

会津 二瓶クリニック 会津若松市真宮新町北一丁目１１－１

会津 養護老人ホーム鮮雲荘　医務室 喜多方市松山町村松字北原３６５１

会津 昭和電工株式会社　喜多方事業所診療所 喜多方市字長内７８４０番地

会津 救護施設　しののめ荘　医務室 喜多方市上三宮町大字吉川字黒澤４６００番地の１号

会津 医療法人　福田耳鼻咽喉科医院 喜多方市字西四ッ谷２７５ 1

会津 医療法人愛生会　三浦クリニック 喜多方市字前田４９６５－５

会津 医療法人　山田産婦人科医院 喜多方市字惣座宮２７３５番地１

会津 社会福祉法人　天心会
特別養護老人ホーム　北原荘医務室 喜多方市松山町村松字北原３６５６の１１

会津 市役所前の診察室　大竹内科 喜多方市字梅竹７２９４－２

会津 医療生協きたかた診療所 喜多方市字押切東一丁目３３番地

会津 高橋小児クリニック 喜多方市関柴町上高額字家ノ北６０５番地１

会津 君島内科消化器科クリニック 喜多方市字一丁目４５６９

会津 しょうぶ苑診療所 喜多方市岩月町大都字菖蒲沢３６１０番地の１

会津 内科・消化器科みつはし医院 喜多方市関柴町上高額字広面６８１番１ 1

会津 いとう眼科 喜多方市字江中子４１７８番地

会津 藤井医院 喜多方市字清水台三丁目１４９番地

会津 あきもと整形外科クリニック 喜多方市字下川原８２９０番地１２ 1

会津 ゆうゆうクリニック 喜多方市字江中子４１８３番地

保有台数（台）
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会津 喜多方市地域・家庭医療センター 喜多方市字六枚長４２１２

会津 喜多方腎泌尿器クリニック 喜多方市字三丁目４７８２番地 1

会津 医療法人手代木医院 喜多方市字経壇４５－１

会津 医療法人　社団　福寿会　武田医院 喜多方市塩川町字東栄町１丁目３番地６

会津 くまたクリニック 喜多方市塩川町字東栄町五丁目５番地１１

会津 特別養護老人ホームほほえみ医務室 喜多方市塩川町字藤の木１１番地１

会津 けいわ苑診療所 喜多方市塩川町字下前田２１番

会津 特別養護老人ホーム　ハッピーランドやまと医務室 喜多方市山都町木幡字下村道下丁１５３７－１

会津 医療法人昨雲会　山都診療所 喜多方市山都町字古屋敷４６４番地３

会津 南東北桧原診療所 耶麻郡北塩原村大字桧原字道前原１１３１－５４

会津 南東北裏磐梯診療所 耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯１０９３番地の７３２

会津 西会津町国民健康保険　西会津診療所 耶麻郡西会津町大字登世島字田畑乙２０４２番地６５ 1

会津 西会津町国民健康保険　新郷診療所 耶麻郡西会津町新郷大字笹川字笹川平５８９番地

会津 西会津町国民健康保険　群岡診療所 耶麻郡西会津町上野尻字西林崎３１３７番地の２０

会津 特別養護老人ホームさゆりの園医務室 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２－７１

会津 西会津町国民健康保険奥川診療所 耶麻郡西会津町奥川大字飯里字上ノ原３７番地１

会津 磐梯町医療センター 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山２９２６番地 1

会津 野崎医院 耶麻郡猪苗代町大字川桁字西幸野２１９１

会津 医療法人　社団　大志会　矢吹医院 耶麻郡猪苗代町字古城町９９番地１ 1

会津 医療法人　社団　敬天会　小川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田３９３番地

会津 特別養護老人ホーム　いなわしろホーム 耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南７９６２番地１

会津 浅見クリニック 耶麻郡猪苗代町字芦原８４番１ 1

会津 ばんだい荘あおば診療所 耶麻郡猪苗代町大字長田字西五十滝３９６７番地１

会津 かねこ内科・外科クリニック 耶麻郡猪苗代町大字千代田字油地６２番３

会津 マリアクリニック 耶麻郡猪苗代町大字川桁字元寺２４０３番地１ 1

会津 社会福祉法人蘭山会
特別養護老人ホーム咲楽の里医務室 耶麻郡猪苗代町字程塚２７８９番地

会津 医療法人　菅原医院　 河沼郡会津坂下町字中二番甲３５９７番地

会津 遠山眼科医院 河沼郡会津坂下町字五反田１２５２番地２

会津 医療法人　平野医院 河沼郡会津坂下町字上台乙４３９番地

会津 星医院 河沼郡会津坂下町字小川原１０５１番地

会津 渡辺医院 河沼郡会津坂下町五反田１１８１

会津 医療法人　荒井医院 河沼郡会津坂下町字古市乙１５０

会津 特別養護老人ホーム　会津寿楽荘医務室 河沼郡会津坂下町大字塔寺字北原６４５番地

会津 会津坂下町健康管理センター 河沼郡会津坂下町字五反田１２９５番地の１

会津 あかぎ内科消化器科医院 河沼郡会津坂下町字小川原１０２０番地の１

会津 特別養護老人ホーム　ラスール坂下医務室 河沼郡会津坂下町字上口４７０－１

会津 柳津町国民健康保険診療所 河沼郡柳津町大字柳津字龍蔵庵乙５１０番地

会津 柳津町国民健康保険診療所　西山出張所 河沼郡柳津町大字砂子原字居平２４０番地３

会津 特別養護老人ホーム福柳苑診療所 河沼郡柳津町大字飯谷字前林甲３７０番地

会津 宮川荘診療所 大沼郡会津美里町字高田道上２９６９－１

会津 こばやしファミリークリニック 大沼郡会津美里町字高田道上２８４１－１

会津 特別養護老人ホーム　リアンヴェール美里医務室 大沼郡会津美里町荻窪字上野１８６番１

会津 医療法人　吉川医院 大沼郡会津美里町字瀬戸町甲３２６２番地

会津 ハーモニーハウス診療所 大沼郡会津美里町大字大石字下川原１番地１

会津 もこぬま内科消化器科医院 大沼郡会津美里町字北川原１３番１

会津 特別養護老人ホーム　にいつるホーム　医務室 大沼郡会津美里町新屋敷字上深田甲1502

会津 特別養護老人ホーム桐寿苑診療所 大沼郡三島町大字宮下字坂ノ下６５９番地

会津 金山町国民健康保険診療所 大沼郡金山町大字川口字金洗道上１５５８番地

会津 金山町国民健康保険診療所沼沢出張所 大沼郡金山町大字沼沢字上田表９６３番地の１

会津 特別養護老人ホームかねやまホーム医務室 大沼郡金山町大字中川字沖根原１３２４番地

保有台数（台）
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会津 金山町国民健康保険診療所横田出張診療所 大沼郡金山町大字横田字古町６８５－１

会津 昭和村国民健康保険診療所 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏１８３６ 1

会津 特別養護老人ホーム　昭和ホーム　診療所 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏１９３０番地

会津 いちょうの木診療所 河沼郡湯川村大字佐野目字佐野北４３番

南会津 高橋医院 南会津町田島字中町甲3905

南会津 長谷川医院 南会津町田島字中町甲3936

南会津 馬場医院 南会津町田島字谷地甲30

南会津 きむらクリニック 南会津町田島字大坪35-1

南会津 特別養護老人ホーム田島ホーム 南会津町永田字風下3-1

南会津 医療法人正生会佐藤医院 下郷町大字塩生字下夕原1317

南会津 芳賀医院 下郷町大字栄富字南原甲619-3

南会津 特別養護老人ホーム下郷ホーム医務室 下郷町大字沢田字若林甲1572

南会津 なかやクリニック 南会津町片貝字根木屋向16 1

南会津 伊南小野木クリニック 南会津町古町字新坂口1-11

南会津 特別養護老人ホーム伊南ホーム 南会津町古町字太子堂186-1

南会津 檜枝岐診療所 檜枝岐村字下ノ台401-4

南会津 只見町国民健康保険朝日診療所 只見町大字長浜字久保田31 1

南会津 特別養護老人ホーム南郷ホーム診療所 南会津町片貝字中田97

南会津 特別養護老人ホーム只見ホーム診療所 只見町大字長浜字久保田1

南会津 舘岩愛輝診療所 南会津町湯ノ花648 1

南会津 舘岩あおい眼科 南会津町松戸原163　舘岩保健センター内

南会津 耳鼻咽喉科あべクリニック 南会津町永田字風下2-1

南会津 特別養護老人ホーム優雅 南会津町田島字北下原111

南会津 レジデンスふじの郷診療所 下郷町大字塩生字前原502-1

南会津 伊南あおい眼科 南会津町古町字舘跡998　伊南保健センター内

相双 亘理内科小児科医院 南相馬市原町区東町３丁目３０

相双 福島県相双保健所 南相馬市原町区錦町１丁目３０

相双 特別養護老人ホーム長寿荘医務室 南相馬市原町区小川町４０９

相双 志賀医院 南相馬市原町区国見町２丁目６４－１ 1

相双 ふりど循環器科 南相馬市原町区上渋佐字原田２３８

相双 小林眼科医院 南相馬市原町区南町１丁目１５５

相双 西潤マタニティクリニック 南相馬市原町区大町１丁目９９

相双 石原クリニック 南相馬市原町区南町４丁目２５－５

相双 特別養護老人ホーム福寿園医務室 南相馬市原町区高見町２－７０

相双 若盛耳鼻咽喉科医院 南相馬市原町区二見町１丁目４３

相双 医療法人マルイ眼科 南相馬市原町区本陣前１丁目８３－３

相双 レディースクリニックはらまち 南相馬市原町区西町２丁目７１－１

相双 こいずみクリニック 南相馬市原町区大町３丁目７７

相双 はらまち心療内科クリニック 南相馬市原町区旭町４丁目１７－１

相双 しんどうクリニック 南相馬市原町区大木戸字松島318－14

相双 ひぐちクリニック 南相馬市原町区日の出町125-2

相双 ときわ整形外科 南相馬市原町区大木戸字松島３０４－２６

相双 南相馬市原町保健センター 南相馬市原町区小川町３２２－１

相双 南相馬市高松ホーム医務室 南相馬市原町区上北高平字高松３８７

相双 たなべクリニック 南相馬市原町区南町3丁目90

相双 うめだ腎泌尿器科 南相馬市原町区上町3丁目12-1

相双 特別養護老人ホーム竹水園医務室 南相馬市原町区長野字南原41

相双 おがたメンタルクリニック 南相馬市原町区旭町１丁目４６-１

相双 しいな脳神経外科クリニック 南相馬市原町区東町１丁目７２-２ 1 1

相双 南相馬中央医院 南相馬市原町区橋本町１丁目３－２

保有台数（台）
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相双 （医）おのだ内科クリニック 南相馬市原町区大町１丁目3

相双 医療法人菅原医院 南相馬市鹿島区鹿島字町１５３

相双 医療法人田村内科医院 南相馬市鹿島区横手字町田４６ 1

相双 特別養護老人ホーム万葉園医務室 南相馬市鹿島区西町三丁目3

相双 絆診療所 南相馬市鹿島区寺内字塚合123-1

相双 ほりメンタルクリニック 南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内106

相双 医療法人半谷医院 南相馬市小高区上町２丁目５０

相双 特別養護老人ホーム梅の香医務室 南相馬市小高区小高字金谷前８１

相双 もんま整形外科医院 南相馬市小高区大町１丁目40-１

相双 南相馬市立総合病院附属小高診療所 南相馬市小高区小高字金谷前84

相双 高野眼科医院 南相馬市原町区本町２丁目５６

相双 三澤整形外科スポーツクリニック 南相馬市原町区日の出町５４１-1 1

相双 三澤内科ハートクリニック 南相馬市原町区日の出町５４１-4 1

相双 南相馬ホームクリニック 南相馬市原町区栄町2-32 1

相双 社会福祉法人相馬福祉会特別養護老人ホーム相馬ホーム医務室 相馬市小泉字高池７１８

相双 みみ　はな　のど　荒川クリニック 相馬市中村字荒井町３４

相双 相双眼科医院 相馬市中村字川沼２３５

相双 医療法人杉本医院 相馬市小泉字高池６４８－５

相双 ひかりクリニック 相馬市中村字桜ヶ丘１５１－２

相双 医療法人あらき産婦人科クリニック 相馬市馬場野字山越５５

相双 ふなばし内科クリニック 相馬市中村字塚田２８－８

相双 医療法人羽根田医院 相馬市沖ノ内２丁目１１－１

相双 米村胃腸科内科医院 相馬市中村１丁目３－１０

相双 阿部クリニック 相馬市中村１丁目１４－２

相双 やまぐち小児科医院 相馬市中村１丁目３－２７

相双 大石医院 相馬市中村字大町４７

相双 ふきのとう苑医務室 相馬市富沢字松道１９

相双 八巻クリニック 相馬市中村１丁目８－９

相双 早川医院 相馬市中村字泉町9－１

相双 桜ヶ丘さいとう整形外科 相馬市中村字桜ヶ丘208

相双 みずこし眼科クリニック 相馬市中村字宇多川町１３－８

相双 すぎやまこどもクリニック 相馬市大曲字大毛内51-1

相双 さいとう皮ふ科医院 相馬市塚ノ町１丁目12-3

相双 浜通りふれあい診療所 相馬市沖の内１丁目2-10

相双 医療法人社団メンタルクリニックなごみ 相馬市中村字川沼240

相双 菜のはなこどもクリニック 相馬市中村字川沼３０７ 

相双 わたなべ胃腸内科 相馬市大曲字大毛内77-1

相双 特別養護老人ホーム新地ホーム医務室 相馬郡新地町小川字川向１８

相双 新地町保健センター 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田４０－１

相双 菅野医院 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎６１－１ 1

相双 特別養護老人ホームなごみの里福田医務室 相馬郡新地町大字福田字清水175

相双 医療法人創究会新地クリニック 相馬郡新地町駅前二丁目10番地

相双 いいたてホーム医務室 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢５７１

相双 いいたてクリニック 相馬郡飯舘村伊丹沢字山田380 1 1

相双 広野町保健センター 双葉郡広野町大字中央台１丁目７

相双 馬場医院 双葉郡広野町大字下浅見川字広長１００－６ 1 1

相双 特別養護老人ホーム花ぶさ苑医務室 双葉郡広野町大字下北迫字東町211-2

相双 東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所診療所 双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作１２

相双 特別養護老人ホームリリー園医務室 双葉郡楢葉町大字井出字上ノ原28

相双 ときクリニック 双葉郡楢葉町大字下小塙字佐野3-9 1

保有台数（台）
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相双 福島県ふたば医療センター附属ふたば復興診療所 双葉郡楢葉町大字北田字中満289番-1 1

相双 鈴木繁診療所 双葉郡楢葉町大字下繁岡字赤粉1-11

相双 富岡中央医院 双葉郡富岡町中央１丁目１１９

相双 富岡町立とみおか診療所 双葉郡富岡町大字小浜字中央374-1 1

相双 川内村国民健康保険診療所 双葉郡川内村大字下川内字坂シ内１３３－５

相双 特別養護老人ホームかわうち医務室 双葉郡川内村大字上川内字迎原78

相双 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所診療所 双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２

相双 浪江町国民健康保険浪江診療所 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 1

相双 葛尾村診療所 双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-1

いわき おおくぼ胃と腸・内科クリニック いわき市平字童子町2-22

いわき 久保田眼科　 いわき市小名浜字横町37

いわき いわき南クリニック いわき市植田町中央三丁目1-7

いわき よこぎ内科胃腸科クリニック いわき市勿来町窪田町通四丁目8

いわき あきら整形外科 いわき市中岡町四丁目6-5

いわき 安島内科クリニック いわき市郷ヶ丘二丁目33-1

いわき むらまつ小児科 いわき市常磐関船町一丁目8-20、8-21

いわき くさの内科・眼科 いわき市平字鎌田町40

いわき (医)社団秀友会箱崎医院 いわき市常磐関船町二丁目２番地の18 1

いわき あかいけ耳鼻咽喉科クリニック いわき市郷ヶ丘二丁目55-2

いわき 月川レディースクリニック いわき市平字童子町2-6

いわき (医)悠泉会いずみ整形外科クリニック いわき市泉町滝尻字定ノ田229-3

いわき いわき脳神経外科 いわき市平字紺屋町5 1

いわき 吉成内科 いわき市常磐上湯長谷町堀ノ内72-5

いわき すけがわ内科クリニック いわき市植田町根小屋309-3

いわき すみたか内科クリニック いわき市泉町滝尻字定ノ田222

いわき ゆうクリニック いわき市植田町本町二丁目5-7 1

いわき (医)いわき秀生会よしま金成クリニック いわき市好間町上好間字洞34-1 1

いわき 小池整形・外科内科胃腸科 いわき市内郷綴町金谷9-1

いわき (医)だいた耳鼻咽喉科クリニック いわき市平字四町目21-16

いわき 中山クリニック いわき市小名浜西町1-3

いわき 特別養護老人ホ－ム聖徳荘医務室 いわき市内郷宮町金坂184-3

いわき アルパイン株式会社診療所 いわき市好間工業団地20-1

いわき こんない子供クリニック いわき市小名浜岡小名一丁目2-1

いわき (医)安盛会安濃胃腸科内科医院 いわき市平字菱川町7-10 1

いわき (医)道済会みちや内科・胃腸科 いわき市小名浜住吉字道下33-1 1

いわき 城北内科胃腸科クリニック いわき市平幕ﾉ内字高田18-8

いわき (医)タウンズクリニック いわき市内郷御厩町久世原269 1

いわき 小名浜生協病院付属　せいきょうクリニック いわき市小名浜岡小名字山の神40

いわき こじま内科 いわき市遠野町上遠野字太田20-3

いわき ノブマタニティークリニック いわき市中央台飯野四丁目18-2

いわき なかにし内科クリニック いわき市平北白土字宮前58-1

いわき (医)かとう内科クリニック いわき市常磐西郷町字岩崎28-1

いわき 志賀リウマチ整形クリニック いわき市平上荒川字堀ノ内16-1

いわき (医)磐陽会高坂クリニック いわき市内郷宮町金坂172-21

いわき みずたに耳鼻咽喉科医院 いわき市小名浜愛宕町1-5

いわき さかもと内科胃腸科クリニック いわき市常磐関船町一丁目８－２３

いわき すみのやリウマチ整形外科 いわき市小名浜住吉字冠木1 1

いわき 吉田まさふみ整形外科 いわき市平字仲間町76

いわき 中央台遠藤内科クリニック いわき市中央台高久二丁目22-1

いわき 渡辺産科婦人科 いわき市常磐関船町二丁目７-１

保有台数（台）
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いわき 社会福祉法人りんさく福祉会特別養護老人ホーム望洋荘医務室 いわき市平豊間字合磯39

いわき もみじ町内科胃腸科医院 いわき市平字紅葉町38-2

いわき 大野クリニック いわき市四倉町玉山字砂子田2

いわき こころのクリニック いわき市平字四町目22-7

いわき くにい内科クリニック いわき市内郷高坂町大町26-8

いわき 特別養護老人ホームはなまる共和国医務室 いわき市平上荒川字林作207-5

いわき いわき市国民健康保険田人診療所 いわき市田人町旅人字下平石191

いわき いわき市徳風園医務室 いわき市平下高久字中谷地58-1

いわき いわき麻酔と痛みのクリニック いわき市鹿島町走熊字渡折4-1

いわき 渡辺婦人科内科クリニック いわき市東田町二丁目15-8

いわき いわき草木台総合クリニック いわき市草木台五丁目1-5 1 1

いわき 志賀内科クリニック いわき市平字五町目17-10

いわき たいら六町目内科 いわき市平六町目1-1

いわき おおいし耳鼻咽喉科 いわき市内郷綴町川原田122

いわき 草野老人内科 いわき市平泉崎字向原17-1

いわき 森のこどもクリニック いわき市植田町月山下62-8

いわき 見城整形外科クリニック いわき市中央台飯野三丁目33-4

いわき 本町通りクリニック いわき市平字四町目7 1

いわき おちあい内科消化器科クリニック いわき市小名浜岡小名1-2-3

いわき 小林眼科医院 いわき市小名浜南君ヶ塚町6-17

いわき さがわ耳鼻咽喉科 いわき市平字月見町48-5

いわき たねだ内科クリニック いわき市内郷御厩町三丁目82-2

いわき 特別養護老人ホームパライソごしき医務室 いわき市鹿島町久保字仲田10-1

いわき クレハいわき事業所診療室 いわき市錦町落合16

いわき せき整形外科クリニック いわき市常磐西郷町岩崎17-1

いわき (医)ネモト内科クリニック いわき市平字新田前1-16

いわき 自由ヶ丘さとうクリニック眼科 いわき市自由ヶ丘37-4

いわき こまつ眼科クリニック いわき市内郷高坂町大町1-8

いわき 高倉基整形外科 いわき市中央台鹿島二丁目28-1

いわき ニュータウン腎・内科クリニック いわき市中央台高久二丁目26-2 1

いわき あんざいクリニック いわき市平下荒川字大作133-5

いわき 山田友愛クリニック いわき市平字田町120　ラトブ2F

いわき ふかや耳鼻咽喉科 いわき市小名浜住吉字搦23-1

いわき いずみ心療内科クリニック いわき市泉町滝尻字定ノ田252

いわき なこそ整形外科クリニック いわき市勿来町窪田町通二丁目57-1

いわき とも内科クリニック いわき市郷ヶ丘四丁目18-1

いわき 中央台たなか眼科 いわき市中央台高久二丁目8-1

いわき いいづか眼科クリニック いわき市錦町綾ノ内122

いわき はままつ眼科クリニック いわき市内郷綴町大木下21-1

いわき くさのファミリー内科クリニック いわき市平上荒川字長尾41-12

いわき かたよせクリニック産科・婦人科 いわき市常磐西郷町金山70-1

いわき 公益(財)ときわ会いわき泌尿器科 いわき市内郷綴町沼尻62 1

いわき しんせつ館ゆもと医務室 いわき市常磐湯本町日渡74-13

いわき いわきたいら心療内科 いわき市平字研町1

いわき 社会福祉法人りんさく福祉会地域密着型介護老人福祉施設せんしょう苑医務室 いわき市内郷御厩町四丁目82-1

いわき 特別養護老人ホーム寿限無医務室 いわき市泉町本谷大田23-1

いわき いわき平競輪場医務室 いわき市平谷川瀬字西作1

いわき (医)博文会　ラ　ルース　クリニック いわき市平字三倉65-5　三倉ｻﾝﾗｲﾌ1F

いわき 社会福祉法人　いわきの里医務室 いわき市好間町北好間字外川原33-1

いわき しがこどもクリニック いわき市鹿島町久保字反町26番の1

保有台数（台）
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いわき (医)洋向台クリニック いわき市洋向台四丁目1-2 1

いわき (医)美波会　菅波医院 いわき市四倉町字東一丁目54 1

いわき (医)水谷消化器科外科医院 いわき市郷ヶ丘一丁目15-4

いわき いいづかクリニック いわき市小名浜中町境17-12 1 1

いわき ながせ皮フ科クリニック いわき市小名浜林城字辻前3-1

いわき (医)石井内科クリニック飯野 いわき市中央台飯野三丁目33－1

いわき 公益財団法人福島県労働保健センター　附属好間診療所 いわき市好間工業団地27-7

いわき のぐち形成外科クリニック いわき市自由ヶ丘37-10

いわき 地域密着型特別養護老人ホーム　りゅうじん医務室 いわき市洋向台１丁目39-2

いわき 地域密着型特別養護老人ホーム　ゆ・の・あ　医務室 いわき市勿来町白米酒井原116-1

いわき クリニック阿部 いわき市泉町滝尻字菅俣22

いわき 地域密着型特別養護老人ホームひなた　医務室 いわき市明治団地12-19

いわき タカハシ皮フ科クリニック いわき市平谷川瀬一丁目14-６

いわき いわぶちクリニック いわき市錦町竹ノ花４８番地の２

いわき 遠藤クリニック いわき市平字長橋町５１ 1

いわき サニーポート小名浜医務室 いわき市小名浜字神成塚１３３－１

いわき 公益財団法人ときわ会　竹林貞吉記念クリニック いわき市平字堂根町2番地の1デュオヒルズいわきザレジデンス２Ｆ

いわき 特別養護老人ホーム　オンフール双葉　医務室 いわき市平荒田目字中田40

いわき 医療法人金生皮膚科医院 いわき市平字三倉65番地5　三倉サンライフ2階

いわき 医療法人社団ときわ会　富岡クリニック いわき市小名浜大原字丁新地9-6 1

いわき 草野医院　 いわき市小川町高萩字上代89-2

いわき （医）酒井医院 いわき市平字南町12 1

いわき (医)清水医院 いわき市平字田町75-1 1

いわき （医）秀誠会下遠野内科胃腸科クリニック いわき市内郷内町立町70-2

いわき 長瀬内科胃腸科 いわき市四倉町上仁井田字北姥田6-1 1

いわき 西山眼科医院 いわき市四倉町字西三丁目6-1

いわき 比佐医院 いわき市常磐湯本町三函58-1

いわき つくだ町産婦人科医院 いわき市平字佃町5-4

いわき 吉田整形外科医院 いわき市平字研町5

いわき (医)社団尚誠会根本内科胃腸科医院 いわき市常磐湯本町天王崎1-80

いわき 品川リフラクトリーズ㈱東日本工場診療所 いわき市常磐岩ヶ岡町岩崎1-1

いわき そうまクリニック いわき市好間町下好間字鬼越101-1

いわき (医)心生会織内医院 いわき市常磐関船町迎16 1

いわき 額賀胃腸科内科醫院 いわき市四倉町字六丁目105

いわき 平中央医院 いわき市平字小太郎町4-7

いわき こやまクリニック いわき市平字愛谷町四丁目5-3

いわき (医）あさうら会須田医院 いわき市小島町一丁目5-2 1 1

いわき クリナップ(株)いわき事業所診療所 いわき市四倉町細谷字小橋前52

いわき (医)泰成会木村医院 いわき市四倉町字西三丁目14-9 1

いわき (医)春陽会春山医院 いわき市常磐下湯長谷町二丁目1 1

いわき 「悠々の里」医務室 いわき市常磐上矢田町頭田43

いわき 大瀧医院 いわき市常磐上湯長谷町扇田12-1

いわき 老人ホ－ム「楽寿荘」医務室 いわき市四倉町上仁井田字横川67

いわき 特別養護老人ホ－ムいわさき荘医務室 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台88-1

いわき 松村健診センタ－ いわき市平字小太郎町1-8

いわき (医)あさうら会久之浜医院 いわき市久之浜町久之浜字中町20

いわき (医)昭栄会佐藤クリニック いわき市平字小太郎町3-7

いわき 福島県赤十字血液センタ－いわき出張所 いわき市中央台飯野五丁目1-1

いわき (公財)福島県保健衛生協会いわき診療所 いわき市小島町二丁目14-7

いわき 相原小児科医院 いわき市内郷御厩町四丁目11

保有台数（台）
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いわき 永井眼科 いわき市平字童子町2-7

いわき いわき婦人科 いわき市内郷綴町大木下3-2

いわき (医)猪狩医院 いわき市好間町下好間字叶田63

いわき 山口医院 いわき市平字作町三丁目2-9 1

いわき 横川内科医院 いわき市平下神谷字立田帯13-1

いわき 古河電池(株)いわき事業所診療所 いわき市常磐下船尾町杭出作23-6

いわき 若松医院 いわき市平字大町24

いわき (医)博玲会はたの眼科 いわき市常磐関船町一丁目７番地の27

いわき 長谷川整形外科医院 いわき市平字五色町78

いわき 野の花ホ－ム診療所 いわき市平上平窪字羽黒40-51

いわき 特別養護老人ホ－ム亀齢荘医務室 いわき市平山崎字熊ノ宮30

いわき (医)さいとう胃腸科外科医院 いわき市平字南町56

いわき 大田皮フ科医院 いわき市四倉町字西一丁目2-12

いわき (医)秀清会加沢胃腸整形外科 いわき市常磐水野谷町千代鶴194

いわき 島田眼科医院 いわき市平字菱川町1-2

いわき 新妻医院　 いわき市郷ヶ丘二丁目40-4

いわき 木村眼科クリニック いわき市平字下の町7-4

いわき 南白土ごとう医院 いわき市平南白土二丁目1-6

いわき 特別養護老人ホ－ム幸寿苑医務室 いわき市平上平窪字原田13-1

いわき (医)こまつ内科 いわき市平下神谷字仲田135 1

いわき (医)ストレスクリニック いわき市平字田町1-7

いわき (医)医和生会山内クリニック いわき市平谷川瀬一丁目16-５

いわき 特別養護老人ホ－ム｢翠祥園｣医務室 いわき市久之浜町末続字深谷33-1

いわき 中野内科クリニック いわき市平字鍛冶町13 1

いわき クリナップ(株）いわき事業所南診療所 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾85-13

いわき 坂本整形外科医院 いわき市平豊間字柳町47

いわき (医)社団正風会石井正記念石井医院 いわき市小名浜字本町60

いわき 小林胃腸科肛門科医院 いわき市小名浜字元分22

いわき 中山医院 いわき市中之作字川岸37

いわき 堺化学工業(株）小名浜事業所診療所 いわき市泉町下川字田宿110

いわき 賀澤内科胃腸科医院 いわき市小名浜岡小名字馬上前11-7

いわき 特別養護老人ホームかしま荘医務室 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目24

いわき (医)恒英会永井整形外科 いわき市小名浜西君ヶ塚町19-9

いわき (医)社団くさのクリニック いわき市泉玉露五丁目17-6

いわき (医)高木内科医院 いわき市小名浜寺廻町14-20

いわき (医)栄真会村岡産婦人科医院 いわき市小名浜岡小名四丁目7-1

いわき (医)ましこ皮フ科クリニック いわき市泉玉露五丁目7-10

いわき 門屋整形・内科 いわき市小名浜字鳥居北55-2

いわき かしまレディースクリニック いわき市鹿島町船戸字沼田13-1 1

いわき かしむら婦人科クリニック いわき市泉玉露三丁目1-5

いわき こどもクリニックすずき いわき市泉町六丁目5-6

いわき 日産自動車健康保険組合　いわき地区診療所 いわき市泉町下川字大剣386

いわき 小松医院　入遠野出張診療所 いわき市遠野町入遠野字前田37-2

いわき (医)松崎内科 いわき市植田町本町二丁目4-7

いわき 菅原医院 いわき市植田町中央一丁目11-3

いわき (医)双美会クリニック田畑 いわき市中岡町三丁目7-3 1

いわき (福)誠心会やしおみ荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27

いわき いわき市千寿荘診療所 いわき市江畑町塙34-2

いわき 橋本医院 いわき市植田町中央三丁目7-13

いわき 耳鼻咽喉科いわき医院 いわき市植田町中央二丁目3-15

保有台数（台）
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いわき 佐藤マタニティークリニック いわき市勿来町窪田町通一丁目124

いわき 老人ホーム高砂荘医務室 いわき市遠野町上遠野字沢繁16-17

いわき 矢野内科胃腸科 いわき市東田町二丁目2-17

いわき (福)愛誠会特別養護老人ホームせいざん荘医務室 いわき市植田町堂ノ作49-1

いわき おおはらこどもクリニック いわき市東田町二丁目17-1

いわき (医)山野辺眼科医院 いわき市植田町中央二丁目10-4

いわき 社会福祉法人誠心会　ふじみの園 いわき市遠野町上根本字白坂384-1

いわき 小松医院 いわき市遠野町上遠野字本町84

いわき (医)光芝会ヤマノ眼科 いわき市中央台鹿島三丁目35-1

いわき ふじい医院 いわき市泉町一丁目3-13

いわき 後田内科クリニック いわき市小名浜字橋本5-1

いわき 渡辺内科胃腸科 いわき市平字倉前113-1

いわき 花田内科クリニック いわき市錦町綾ノ内119

いわき 渡辺クリニック いわき市平字南町20

いわき いわき健康管理センタ－ いわき市中央台飯野四丁目9-2

いわき (医)にしやま耳鼻咽喉科医院 いわき市泉玉露五丁目7-7 1

いわき (医)社団木田医院 いわき市四倉町字東四丁目9-1

いわき (医)石井内科クリニック いわき市中央台鹿島三丁目35-3 1

いわき (医)ながい小児科 いわき市平上荒川字長尾16

いわき ひらくぼ内科クリニック いわき市平下平窪一丁目2-6

いわき たく整形外科医院 いわき市泉玉露二丁目14-24

いわき ささき内科クリニック いわき市泉町三丁目1-2 1

いわき 特別養護老人ホ－ムひまわり荘医務室 いわき市平上片寄字上ノ内193

いわき 村田耳鼻咽喉科 いわき市平中平窪字細田町3-2

いわき (医)緑風会小野整形外科医院 いわき市平谷川瀬二丁目13-１

いわき かもめクリニック いわき市草木台五丁目8 1

いわき 医療センター片寄診療所 いわき市平上片寄字上ノ内193 1

いわき (医)千寿会相田整形外科 いわき市平中平窪字西高砂3-4

いわき (医)明生会高原整形外科 いわき市内郷綴町川原田126

いわき 高畑内科循環器科 いわき市好間町下好間字一町坪49-3

いわき あべクリニック　 いわき市久之浜町久之浜字九反坪11 1 1

いわき (医)仁愛会明治団地さとう医院 いわき市明治団地85-1 1

いわき いわき整形外科 いわき市平谷川瀬一丁目10-７

いわき (福)ハートフルなこそ医務室 いわき市勿来町白米長澤8

いわき (医)山桜会光皮フ科クリニック いわき市中央台鹿島二丁目29-1

いわき 佐々木内科胃腸科 いわき市小名浜南君ケ塚4-11

いわき (医)ひるた内科医院 いわき市内郷綴町川原田128

いわき (医)ちょう整形外科　 いわき市佐糠町東一丁目15-5

いわき (医)正勝会常磐腎ひ尿器クリニック いわき市常磐下船尾町古内292-6

いわき やまぎわこどもクリニック いわき市郷ヶ丘二丁目10-1

いわき (医)さいとう内科クリニック いわき市佐糠町東一丁目15-4 1

いわき (医)パテラやまぐち整形外科　 いわき市鹿島町走熊字小神山40-6 1

いわき おざかクリニック　 いわき市泉町滝尻字下谷地21

いわき 泉やまのべ眼科　 いわき市泉玉露五丁目17-15

いわき よしおか内科胃腸科 いわき市平下平窪山土内町7-5

いわき 緑川内科クリニック いわき市錦町中迎一丁目3-4

いわき いわき市保健所 いわき市内郷高坂町四方木田191

いわき そえだ医院 いわき市常磐湯本町吹谷５５番地１

いわき いわきタウン形成外科クリニック いわき市平字白銀町９－１　グランパークホテルパネックスいわき１F102号

いわき たらちねクリニック いわき市小名浜花畑町11番地の３　カネマンビル305号、306号

保有台数（台）
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いわき いわき市休日夜間急病診療所 いわき市内郷高坂町四方木田191番地

いわき 特別養護老人ホーム「せんだん」 いわき市錦町江栗馬場９番地１

いわき ごらい耳鼻咽喉科 いわき市内郷小島町作田51-１

いわき 社会福祉法人虹の会　特別養護老人ホームにじの郷 いわき市小名浜岡小名字山ノ神27番１

いわき 双葉郡立好間診療所 いわき市好間町北好間字外川原12-１ 1

いわき 双葉郡立勿来診療所 いわき市勿来町酒井青柳14-１

いわき なおハートクリニック いわき市小名浜字定西77-1 1

いわき いわき育成園 いわき市高倉町鶴巻35番地

いわき 浜通り産科麻酔クリニック いわき市平字童子町3-5　グランフォセット平中央公園401

いわき いわきFCクリニック いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前１－１

いわき あおぞらキッズクリニック いわき市小名浜大原小滝町７-１

いわき 厚生労働省第二共済組合いわき病院診療部 いわき市小名浜野田字八合88-１

いわき 福田小児科医院 いわき市平下荒川字中剃62番地の20

いわき おなはま腎・泌尿器科クリニック いわき市小名浜林城字塚前13-3

いわき 大樂クリニック いわき市常磐白鳥壱丁田41-4

保有台数（台）
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第５章 資料編 

４ 医療機器の共同利用計画書  

名 称

所 在 地

メ ー カ ー

型 式

台 数

設 置 年 月 日

共同利用の方針

共同利用に係る

規 定 の 有 無

共同利用を行わ

ない場合の理由

名称 開設者の氏名又は名称 所在地

保守点検計画の

策 定 の 有 無

保守点検予定時

期・間隔・条件

保守点検の

実 施 方 法

有　　　・　　　無

画像情報及び画像診断情報

の提供方法

□　ネットワーク

□　デジタルデータ（CD、DVD等）

□　紙

□　その他

□　マルチスライスCT（16列未満、16列以上64列未満、64列以上）

共同利用計画書

医 療 機 関
共同利用の

相 手 方

□　放射線治療（ガンマナイフ）

□　放射線治療（リニアック）

□　PET-CT

□　PET

□　MRI（1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満、3.0テスラ以上）

□　その他のCT

共同利用を行う　　・　　共同利用を行わない

□　マンモグラフィ

病 院 又 は

診 療 所

種 別

共同利用対

象医療機器

共同利用の方法

共同利用の

実 施

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　共同利用の相手方となる医療機関からの患者の受入、画像情報及び画像

　　診断情報の提供

□　共同利用の相手方となる医療機関による機器利用

有　　　・　　　無



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


