
所属機関名 郵便番号 所在地 電話番号 氏名

会田病院 969-0213 西白河郡矢吹町本町216 0248-42-2121代 相田　さゆり

塙厚生病院 963-5493 東白川郡塙町大字塙字大町1-5 0247-43-1145代 会田　好子

福島労災病院 973-8403 いわき市内郷綴町沼尻3 0246-26-1111代 虻川　美香子

太田熱海病院 963-1383 郡山市熱海町熱海5-240 024-984-0088代 安部　寿美

竹田綜合病院 965-8585 会津若松市山鹿町3-27 0242-27-5511代 安部　由美子

しのぶ病院 960-1101 福島市大森字高畑31-1 024-546-3311 阿部　理恵

いわき湯本病院 972-8321 いわき市常磐湯本町台山6 0246-42-3188代 薄井　智美

会津中央病院 965-8611 会津若松市鶴賀町1-1 0242-25-1515代 江口　桂子

南相馬市立総合病院 975-0033 南相馬市原町区高見町2-54-6 0244-22-3181代 江井　雅美

谷病院 969-1195 本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2721代 大島　イミ子

福島県立医科大学会津医療センター附属病院 969-3492 会津若松市河東町谷沢字前田21-2 0242-75-2100 大場　美和

いわき市立総合磐城共立病院 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151代 岡田　ひろみ

寿泉堂綜合病院 963-8585 郡山市駅前1-1-17 024-932-6363代 岡部　美智江

しのぶ病院 960-1101 福島市大森字高畑31-1 024-546-3311 春日　薫

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 加藤　園

南東北福島病院 960-2102 福島市荒井北3-1-13 024-593-5100代 木本　純子

ＪＣＨＯ二本松病院 964-8501 二本松市成田町1-553 0243-23-1231代 京谷　直美

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 栗原　由美

太田西ノ内病院 963-8558 郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188代 桑名　静

渡辺病院 979-2611 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 0244-63-2100 五賀　美知江

ひらた中央病院 963-8202 石川郡平田村大字上蓬田字清水内4 0247-55-3333代 國分　智子

竹田綜合病院 965-8585 会津若松市山鹿町3-27 0242-27-5511代 五ノ井　桂子

いわき市立総合磐城共立病院 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151代 齋藤　真紀

あづま脳神経外科病院 960-1101 福島市大森字柳下16-1 024-546-3911代 齋藤　芳江

福島県立宮下病院 969-7511 大沼郡三島町大字宮下字水尻1150 0241-52-2321代 佐藤　あゆみ

谷病院 969-1195 本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2721代 佐藤　純子

総合南東北病院 963-8563 郡山市八山田7-115 024-934-5322代 佐藤　淳子

太田熱海病院 963-1383 郡山市熱海町熱海5-240 024-984-0088代 佐藤　美恵子

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 佐藤　みつ子

しのぶ病院 960-1101 福島市大森字高畑31-1 024-546-3311 佐藤　ユカリ

南東北第二病院 963-8052 郡山市八山田6-95 024-932-0503代 白石　久美

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

渡辺病院 979-2611 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 0244-63-2100 鈴村　由美

福島県立矢吹病院 969-0284 西白河郡矢吹町滝八幡100 0248-42-3111代 高橋　力

総合南東北病院 963-8563 郡山市八山田7-115 024-934-5322代 長峯　友美

いわき市立総合磐城共立病院 973-8555 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151代 根本　恵美

白河厚生総合病院 961-0005 白河市豊地上弥次郎2-1 0248-22-2211代 根本　由利子

舞子浜病院 970-0103 いわき市平藤間字川前63-1 0246-39-2059 野木　行成

ひらた中央病院 963-8202 石川郡平田村大字上蓬田字清水内4 0247-55-3333代 橋本　かおり

南東北第二病院 963-8052 郡山市八山田6-95 024-932-0503代 橋本　美香

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 服部　桜

谷病院 969-1195 本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2721代 飛田　正子

坪井病院 963-0197 郡山市安積町長久保1-10-13 024-946-0808代 深谷　幸子

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

星総合病院 963-8501 郡山市向河原町159-1 024-983-5511代 前田　望

太田西ノ内病院 963-8558 郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188代 松崎　佳小里

坪井病院 963-0197 郡山市安積町長久保1-10-13 024-946-0808代 水野　ひろみ

白河病院 961-0092 白河市六反山10-1 0248-23-2700代 宮川　真紀

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 守岡　トシイ

寿泉堂香久山病院 963-8833 郡山市香久池1-18-11 024-932-6368代 柳沼　純子

竹田綜合病院 965-8585 会津若松市山鹿町3-27 0242-27-5511代 八鍬　容子

枡病院 964-8567 二本松市本町1-103 0243-22-2828代 安田　裕美

飯塚病院 966-0902 喜多方市松山町村松字北原3634-1 0241-24-3421 横山　ルリ子

会田病院 969-0213 西白河郡矢吹町本町216 0248-42-2121代 吉田　ひとみ

有隣病院 966-0902 喜多方市松山町村松字北原3643-1 0241-24-5021 渡部　里美

飯塚病院 966-0902 喜多方市松山町村松字北原3634-1 0241-24-3421 渡部　千賀

高田厚生病院 969-6264 大沼郡会津美里町字高田甲2981 0242-54-2211代 渡部　弘子

福島県立医科大学附属病院 960-1295 福島市光が丘1 024-547-1111代 渡邊　弘美

いわき湯本病院 972-8321 いわき市常磐湯本町台山6 0246-42-3188代 渡部　糸子
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