
所属機関名 郵便番号 医療機関所在地 電話番号 氏名

郡山市医療介護病院 963-8031 郡山市字上亀田1-1 024-934-1240 原　寿夫

阿部循環器科・内科クリニック 960-0112 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5 024-573-9939 阿部　之彦

安斎外科胃腸科医院 960-8131 福島市北五老内町3-22 024-535-3353 安斎　圭一

いがらし内科・消化器内科クリニック 960-0231 福島市飯坂町平野字道下9-7 024-597-8690 五十嵐　哲

大武胃腸科外科医院 960-8055 福島市野田町1丁目12-80 024-535-8585 大武　省三

かんの消化器科外科医院 960-8202 福島市山口字雷20 024-533-3801 菅野　鑑一郎

かんの消化器科外科医院 960-8202 福島市山口字雷20 024-533-3801 菅野　智子

きくち医院 960-8151 福島市太平寺字児子塚36 024-546-2222 菊池　琉美子

森合くにい内科 960-8003 福島市森合字高野1-12 024-555-1881 國井　博隆

福島寿光会病院 960-8102 福島市北町1-40 024-521-1370 境　純

佐藤医院 960-8032 福島市陣場町1-8 024-522-2489 佐藤　幹夫

ケアフォーラムあづま 960-1101 福島市大森字柳下48-1 024-544-0311 樋口　郁夫

生協いいの診療所 960-1301 福島市飯野町字後川27-2 024-562-4120 松本　純

あらいクリニック 960-2156 福島市荒井字弁天前17-1 024-593-1020 山田　文彦

神岡クリニック 960-0801 伊達市霊山町掛田字中町11-1 024-586-1318 神岡　斗志夫

掛田中央内科 960-0801 伊達市霊山町掛田字西裏49-1 024-586-1315 髙野　俊夫

安齋内科胃腸科医院 964-0906 二本松市若宮2丁目5番1号 0243-22-3001 安齋　敏巳

ダザイ胃腸科内科医院 964-0901 二本松市表1丁目495-1 0243-22-9255 太宰　厚

土川内科小児科 964-0875 二本松市槻木250番地3 0243-22-6688 土川　研也

枡記念病院 964-0867 二本松市住吉100番地 0243-22-3100 圓谷　博

和田医院 964-0313 二本松市小浜字新町20 0243-55-2303 和田　敏末

いがらし内科外科クリニック 963-8026 郡山市並木2-12-7 024-931-3200 相川　和彦

星ヶ丘病院 963-0211 郡山市片平町字北三天7 024-952-6411 我妻　俊介

今村ホームクリニック 963-8023 郡山市緑町4-12 024-922-8999 今村　仁治

ひわだ太田診療所 963-0534 郡山市日和田町字原12番地41 024-968-2311 太田　恵子

ひわだ太田診療所 963-0534 郡山市日和田町字原12番地41 024-968-2311 太田　弘昌

あさか内科クリニック 963-0105 郡山市安積町長久保1丁目1-5 024-937-3939 大槻　誠

いがらし内科外科クリニック 963-8026 郡山市並木2-12-7 024-931-3200 金子　博智

寿泉堂クリニック 963-8002 郡山市駅前1-5-7 024-939-4616 熊川　健二郎

星総合病院 963-8501 郡山市向河原町159-1 024-983-5511 齋藤　武郎

佐々木医院 963-8046 郡山市町東1-196 024-952-3661 佐々木　泰道

本町鈴木クリニック 963-8871 郡山市本町２丁目2-7 024-922-0556 鈴木　信宏
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坪井病院 963-0197 郡山市安積町長久保1丁目10-13 024-946-0808 藤岡　薫

おおつきまちクリニック 963-0201 郡山市大槻町字蝦夷坦69-1 024-961-5467 松浦　忍

太田熱海病院 963-1383 郡山市熱海町熱海5丁目240 024-984-0088 山口　克彦

遠藤医院 963-4203 田村市船引町門沢字直道338 0247-85-2016 遠藤　正達

船引クリニック 963-4312 田村市船引町船引字砂子田42 0247-82-0137 佐藤　良康

西山医院 963-7767 田村郡三春町字御免町179 0247-62-2473 西山　淳一

のざわ内科クリニック 963-7719 田村郡三春町大字貝山字岩田86-2 0247-61-1500 野澤　靖美

ふるどのクリニック 963-8304 石川郡古殿町大字松川字林14-1 0247-32-1114 佐々木　厚博

会田病院 969-0213 西白河郡矢吹町本町２１６ 0248-42-2121 石下　恭子

きくち診療所 961-0102 西白河郡中島村大字滑津字二ツ山37-11 0248-21-8672 菊地　洋一

くにい増見クリニック 969-0308 白河市大信増見字下ノ田45番地 0248-46-2258 國井　正剛

まつやまクリニック 969-0222 西白河郡矢吹町八幡町562-1 0248-41-2311 松山　真一

白河厚生総合病院 961-0005 白河市豊地上弥次郎2-1 0248-22-2211 緑川　淳

あらい内科循環器科クリニック 965-0864 会津若松市城西町5-55 0242-29-1133 荒井　一貴

加藤内科小児科医院 965-0865 会津若松市川原町1-13 0242-27-2732 加藤　道義

小川医院 969-3122 耶麻郡猪苗代町字ｶｷ田393番地 0242-62-2132 今田　かおる

会津中央病院 965-8611 会津若松市鶴賀町1-1 0242-25-1515 渡邊　正明

あきもと整形外科クリニック 966-0850 喜多方市字下川原8290番地12 0241-21-1515 秋元　登志夫

小野田病院 975-0004 南相馬市原町区旭町3-21 0244-24-1111 大島　郁也

菅野医院 979-2702 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎61-1 0244-63-2388 菅野　正彦

相双眼科医院 976-0042 相馬市中村字川沼235 0244-35-6877 森安　麗子

高野病院 979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字東町214 0240-27-2901 河合　義人

川内村国民健康保険診療所 979-1202 双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5 0240-38-2009 木村　悠子

あべクリニック 979-0333 いわき市久之浜町久之浜字九反坪11番 0246-79-0030 阿部　俊文

あべクリニック 979-0333 いわき市久之浜町久之浜字九反坪11番 0246-79-0030 阿部　雪江

介護老人保健施設小名浜ときわ苑 971-8135 いわき市小名浜金成字町田18-1 0246-58-2300 今井　徹

せいきょうクリニック 971-8151 いわき市小名浜岡小名字山ノ神40 0246-53-4372 加藤　新

小松医院 972-0161 いわき市遠野町上遠野字本町84 0246-89-2041 小松　典男
小名浜生協病院
せいきょうクリニック

971-8151
971-8151

いわき市小名浜岡小名字山ノ神32
いわき市小名浜岡小名字山ノ神40

0246-53-4374
0246-53-4372

佐藤　暁

松尾病院 970-8026 いわき市平字愛谷町4丁目1-4 0246-22-4421 陣内　弘和

中村病院 971-8111 いわき市小名浜大原字下小滝146-2 0246-53-3141 水澤　郁文

関医院 961-0907 白河市字横町125 0248-23-3003 関　元行

あさかホスピタル 963-0198 郡山市安積町笹川字経坦45 024-945-1701 高橋　志雄
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