
北海道
市立札幌病院 山の上病院
札幌中央病院 石部基実クリニック
道都病院 市立江別総合病院
恵和会 西岡病院 厚生連総合病院帯広厚生病院
札幌社会保険総合病院 総合病院北見赤十字病院
医）五月会 小笠原クリニック札幌病院 北海道大学医学部附属病院
札幌医科大学医学部附属病院 きたみ調剤薬局
富良野病院 伊達赤十字病院

青森県
とよおかクリニック 青森労災病院

岩手県
岩手県立中央病院 久慈享和病院
岩手医科大学附属病院

宮城県
仙台社会保険病院 野口胃腸内科医院
（医）社団公愛会羽二生クリニック 仙台赤十字病院
野口胃腸科内科医院 東北大学病院

秋田県
中通総合病院 秋田赤十字病院

福島県
財団法人太田総合病院所属 太田西ノ内病院 渡辺クリニック
なかにし内科クリニック まるいクリニック

茨城県
土浦診療所土浦診療健診センタ 国立霞ヶ浦病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 筑波大学附属病院
取手協同病院 仁天薬局
東京医科大学霞ヶ浦病院

栃木県
栃木県済生会宇都宮病院 国立病院機構肥前精神医療センター

群馬県
内田病院 宇沢整形外科
時計台メンタルクリニック 国立大学法人群馬大学医学部附属病院
慶友整形外科病院 国立高崎病院

埼玉県
埼玉県済生会川口総合病院 埼玉医科大学病院
川口市立医療センター 医療法人社団東光会東所沢病院
埼玉県立小児医療センター 北所沢病院
獨協医科大学越谷病院 岩下悦郎消化器内科クリニック
大宮赤十字病院 国立療養所 東埼玉病院
所沢第一病院 帯津三敬病院

千葉県
稲毛病院 かまがや診療所
山王病院 市川東病院
大久保クリニック 船橋二和病院
あすみが丘佐野眼科 船橋二和病院附属ふたわ診療所
國分クリニック 公立長生病院
帝京大学医学部附属市原病院 宍倉病院
浦安市川市民病院 塩田病院付属 福島孝徳記念クリニック
順天堂浦安病院 財団法人日産厚生会佐倉厚生園
医療法人社団圭春会小張総合病院 東邦大学医療センター佐倉病院
東京慈恵会医科大学附属柏病院 国立精神・神経センター国府台病院
名戸ヶ谷病院 千葉大学医学部附属病院

こちらに記載された医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションであればどこでも受診できます。

滋賀県特定疾患治療研究事業 委託契約医療機関一覧（県外）



医療法人社団 康喜会 辻仲病院柏の葉 有限会社 千葉保健共同企画 あすなろ薬局
医療法人社団健仁会 手賀沼病院 有限会社 千葉保健共同企画 すこやか薬局
千葉西総合病院 カネマタ薬局船橋北口店
東葛辻仲病院 柏厚生病院

東京都
四谷神経科内科クリニック 医療法人財団 健貢会 総合東京病院
駿河台日本大学病院 医療法人社団生全会 池袋病院
ｽﾄﾚｽｹｱ日比谷クリニック 矢部病院
医療法人社団 済安堂 お茶の水・井上眼科クリニック 総合病院一心病院
医療法人財団健貢会 東京クリニック 東京女子医科大学 付属第二病院
佐々木研究所附属杏雲堂病院 日本大学医学部附属板橋病院
聖路加国際病院 東京武蔵野病院
八重洲地下街診療所 板橋中央総合病院
東京慈恵会医科大学附属病院 帝京大学医学部付属病院
虎の門病院 板橋セントラルクリニック
アークヒルズクリニック 練馬駅前メンタルクリニック
東京専売病院 医療法人苑田会 苑田会人工関節センター病院
山王病院 医療法人 誠江会 田中医院
財団法人心臓血管研究所附属病院 早川眼科
東京医科大学病院 長谷川病院
東京女子医科大学病院 杏林大学医学部付属病院
慶応義塾大学病院 東京都立多摩総合医療センター
榊原記念クリニック 東京都立神経病院
東京女子医科大学附属 膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ 榊原記念病院
社会保険中央総合病院 西島脊椎クリニック
日本医科大学付属病院 東京都立清瀬小児病院
東京都立駒込病院 浜野クリニック
順天堂大学医学部附属順天堂医院 国立国際医療センター
医療法人 社団草思会 クボタクリニック 国立病院機構 東京医療センター
東京イースト２１クリニック 国立成育医療センター
昭和大学附属豊州病院 国立小児病院
藤﨑病院 国立がんセンター中央病院
ＮＴＴ東日本関東病院 国立精神・神経センター武蔵病院
東邦大学医学部付属大森病院 東京大学医科学研究所付属病院
社団法人至誠会第二病院 東京医科歯科大学医学部付属病院
伊藤病院 東京大学医学部附属病院分院
日本赤十字社医療センター 東京大学医学部附属病院
鎮目記念クリニック 財務省印刷局東京病院
井上眼科 ケアマーク百人町薬局
東海大学医学部付属東京病院 薬局トモズ女子医大前2号店
立成佼成会付属佼成病院 シンワ薬局 病院前店
東京警察病院 ひろ薬局
新宿西口診療所

神奈川県
済生会神奈川県病院 湘南東部クリニック
医療法人恵仁会 松島病院 学校法人北里学園 北里大学病院
医療法人 恵仁会 松島クリニック 北里大学東病院
医療法人社団 深作眼科 県央胃腸病院
横浜メンタルヘルスクリニック 昭和大学藤が丘病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター 昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
横浜市立大学附属病院 東海大学病院
横浜労災病院 川崎市立川崎病院
医療法人 沖縄徳州会 葉山ハートセンター 関東労災病院
横須賀市立市民病院 総合高津中央病院
平塚共済病院 聖マリアンナ医科大学病院
ふれあい平塚ホスピタル 横浜市立市民病院
聖テレジア病院 神奈川県立こども医療センター



湘南鎌倉総合病院 横浜国立病院
湘南鎌倉人工関節センター 川田薬局
追分薬局

新潟県
新潟大学医歯学総合病院 国立療養所新潟病院

富山県
富山県立中央病院 黒部市民病院
医療法人北聖病院 市立礪波総合病院
富山県高志ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人財団恵仁会藤木病院
富山赤十字病院 山本内科小児科クリニック
八尾総合病院 あさひ総合病院
高岡市民病院 国立療養所富山病院
富山県済生会高岡病院 国立大学法人 富山大学附属病院

石川県
金沢赤十字病院 岡部内科医院
石川県立中央病院 夢ようようメディカルセンター
医療法人社団 映寿会みらい病院 辰口芳珠記念病院
金沢リハビリテーション病院 にしかわクリニック
石川県済生会金沢病院 金沢脳神経外科病院
浅ノ川総合病院 金沢医科大学病院
いよべクリニック 国立病院機構 金沢医療センター
医療法人社団藤聖会 国立療養所金沢若松病院
金沢メディカルステーション ヴィーク 医療法人社団慈豊会久藤総合病院
粟津神経サナトリウム 独立行政法人 国立病院機構 石川病院
小松市民病院 金沢大学附属病院

福井県
国立療養所福井病院 医療法人積善会 猪原病院
福井県立病院 つるが生協診療所
福井赤十字病院 福田胃腸科外科
福井心臓血圧ｾﾝﾀｰ福井循環器病院 公立 小浜病院
福井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 社会保険 勝山病院
福井総合病院 福井社会保険病院
医療法人 健康会 嶋田病院 広瀬病院
ひらい内科消化器科 医療法人越仁会 こしの医院
大滝病院 嶺南病院
市立敦賀病院 福井大学医学部附属病院
敦賀温泉病院 ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと
泉ヶ丘病院

山梨県
井上内科小児科医院 鰍沢病院
医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院 山梨大学医学部附属病院
医療法人交道会下部温泉病院

長野県
長野赤十字病院 豊科赤十字病院
飯田市立病院 安曇総合病院
水嶋クリニック 飯綱町立 飯綱病院
鹿教湯病院 信州大学医学部附属病院
富士見高原病院 独立行政法人国立病院機構 松本病院

岐阜県
岐阜市民病院 杉下医院
社団法人岐阜病院 多治見病院
医療法人 香風会 黒野病院 東濃厚生病院
岐阜赤十字病院 大垣市民病院
近石病院 医療法人 同愛会 西濃病院
平野総合病院 大垣中央病院
岩砂病院 守田クリニック
朝日大学歯学部附属村上記念病院 医療法人 愛育会 クリニックママ



黒田クリニック 井口クリニック
河村病院 養南病院
平林クリニック 医療法人 重和会 伊藤内科・神経科
森清クリニック 西美濃厚生病院
たなか小児科 国保関ケ原病院
おおしま大腸クリニック 不破の関病院
やまやクリニック 藤井病院
医療法人社団誠広会岐阜中央病院 医療法人社団浅野医院
みながわ内科・循環器科クリニック 医療法人翠風会関ケ原クリニック
ちかいしクリニック はくあい内科クリニック
西本整形外科リハビリクリニック 半田眼科垂井診療所
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 博愛会病院
総合病院 中濃病院 揖斐厚生病院
医療法人香徳会関中央病院 崇教真光 陽光診療所
羽島市民病院 岐阜社会保険病院
長良川病院 岐阜大学医学部付属病院
あまきクリニック 国立療養所長良病院
公立学校共済組合 東海中央病院 岐阜大学医学部付属病院（歯科）
鵜沼中央クリニック ヒロエ薬局
神経科内科なかクリニック イシイ薬局関ヶ原店
松波総合病院 国立療養所岐阜病院
医療法人蘇西厚生会 まつなみ健康増進クリニック 河野小児科
岐北厚生病院

静岡県
ＮＴＴ東日本伊豆病院 藤枝市立総合病院
国際医療福祉大学熱海病院 菊川市立総合病院
関眼科胃腸科医院 鶴見医院
本田さくら眼科医院 木戸メンタルクリニック
静岡済生会総合病院 浜松労災病院
静岡赤十字病院 総合病院 聖隷浜松病院
静岡県立 こども病院 浜松医科大学医学部附属病院
静岡徳洲会病院 静岡てんかん・神経医療センター
花みずき通り内科クリニック 浜松医科大学医学部附属病院（歯科）
藤枝平成記念病院

愛知県
愛知県立 城山病院 社会医療法人 だいどうクリニック
名古屋市立東市民病院 守山荘病院
愛知県立がんセンター 医療法人香流会紘仁病院
医療法人和伸会和田内科病院 名古屋フォレストクリニック
池下やすらぎクリニック 久徳クリニック
さいとう内科クリニック 川村小児科
愛知医科大学メディカルクリニック 岡崎市民病院
名古屋市立城北病院 総合大雄会病院
眼科三宅病院 一宮市立市民病院
今井内科循環器科 医療法人純仁会 佐藤病院
愛知県済生会病院 医）山下病院
名鉄病院 大雄会クリニック
北林病院 大雄会桜分院
名古屋第一赤十字病院 公立陶生病院
ＪＲ東海総合病院 春日井市民病院
なごやメンタルクリニック 愛知県心身障害者コロニー中央病院
医療法人アイケア名古屋 津島市民病院
医療法人社団同潤会眼科杉田病院 小澤医院
愛知三の丸病院 医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院
医療法人横山胃腸科病院 愛知県厚生農業共同組合連合会 豊田厚生病院
土井内科 豊田山之手病院
セントラル内科 愛知県厚生 更生病院



西山クリニック 小牧市民病院
仁大クリニック 稲沢市民病院
医療法人 長谷川内科 あいち小児保健医療総合センター
服部神経内科 本町クリニック 医療法人光和会 光病院
社会福祉法人聖霊会聖霊病院 藤田保健衛生大学病院
名古屋第二赤十字病院 愛知医科大学病院
医療法人福智会福智クリニック 愛知県厚生連海南病院
医療法人野垣会 野垣病院 加賀医院
あらたまメンタルクリニック 国立療養所中部病院
名古屋市立大学病院 独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院
生々会松蔭病院 名古屋大学医学部附属病院
名古屋泌尿器科病院 国立病院機構名古屋医療センター
中部労災病院 あすなろ調剤薬局
社会保険 中京病院 名城病院
社会医療法人 大同病院 ＮＴＴ東海総合病院

三重県
南勢病院 医療法人 大樹会 明合クリニック
東洋医学タケウチ 津田クリニック
やまもり内科クリニック 榊原温泉病院
四日市社会保険病院 松阪中央総合病院
市立四日市病院 医療法人全心会 伊勢慶友病院
三重県立総合医療センター 医療法人 山﨑整形外科
総合心療センターひなが 尾鷲総合病院
医療法人社団山中胃腸科病院 国立療養所三重病院
小山田記念温泉病院 三重大学医学部附属病院
鈴鹿さくら病院 安仁会 水沢病院
さわ内科胃腸科クリニック （財）信貴山病院分院 上野病院
鈴鹿中央総合病院 特定医療法人 岡波総合病院
鈴鹿回生病院 永井病院
田中病院 松阪市民病院
小山整形外科病院 上野総合市民病院
森心身医学クリニック 北勢病院
三重つくし診療所 山田赤十字病院
ベタニヤ内科・神経内科クリニック 三重県立志摩病院
三重県立高茶屋病院 医療法人まちし会まちしクリニック
三重県立草の実リハビリテーションセンター 国立大学法人三重大学医学部附属病院
永井病院 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター
津生協病院 独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院
医療法人吉田クリニック 独立行政法人国立病院機構 三重病院
小児診療センター あすなろ学園 国立療養所 榊原病院
上津台小児科クリニック 三重県看護協会 訪問看護ステーション なでしこ津
榊原白鳳病院

京都府
京都博愛会病院 医仁会武田総合病院
医療法人 浜田会 洛北病院 若泉小児科医院
冨田病院 松田医院
絹笠医院 医療法人松寿会 共和病院
聖ヨゼフ整肢園 金井病院
上賀茂診療所 さいわい病院
京都地域医療学際研究所附属病院 広兼医院
山田医院 医療法人 仁風会 京都南西病院
賀茂病院 堀田医院
医療法人社団草場皮膚科医院 医療法人社団 沖医院
医療法人社団田村外科 壇上診療所
つかもと眼科医院 里地クリニック
医療法人北村医院 辻クリニック
医療法人整形外科鈴木医院 京都市児童療育センター診療所



大仲内科医院 （医）社団東朋会 東内科クリニック
永山医院 藤堂クリニック
内田整形外科 くりにっくさもり
医療法人明生会賀茂病院 なごみの里病院
つかさき医院 日比小児科クリニック
医療法人梁山会診療所 なかの眼科医院
医療法人 一坂整形外科医院 久御山南病院
吉森内科医院 医）慶春会 あおいクリニック
医）財団 康生会 城北病院 社会福祉法人宇治病院
六合会診療所 宇治黄檗病院
（社）京都社会事業財団西陣病院 勝田外科医院
医療法人西陣健康会 堀川病院 ユニチカ中央病院
医療法人相馬病院 医療法人 第二岡本総合病院
上京病院 宇治徳洲会病院
京都市児童福祉センター診療所 医療法人和松会六地蔵総合病院
医療法人幸生会室町病院 伊勢村医院
多田医院 関医院
山根診療所 西堀診療所
かどの診療所 田中医院
救世診療所 橋本整形外科
林医院 医療法人千照会千原眼科医院
小川医院 医療法人浩正會宮本医院
愛寿会同仁病院 医療法人社団一心会 都倉病院
勝目医院 京都ゆうゆうの里診療所
江部医院 医療法人社団 近藤精神科診療所
内科 武田医院 中田医院
コマキ外科・胃腸科医院 田中第２医院
つばき医院 滝本整形外科
高橋整形外科医院 宇治武田病院
医療法人 康復会 いわさく整形外科医院 おかもと総合クリニック
梶井町放射線診断科クリニック 医療法人社団石鎚会 田辺中央病院
高橋眼科診療所 かつき診療所
京都予防医学センター附属診療所 山口医院
医療法人大澤病院 はただ診療所
右京病院 小石眼科医院
財団法人京都工場保健会 医療法人周寿会はただ診療所
足立医院 医療法人 社団 医聖会 学研都市病院
洛和会丸太町病院 明治鍼灸大学附属病院
わたなべ整形外科 瀬尾医院
高木神経科医院 医療法人清仁会 亀岡シミズ病院
京都民医連中央病院 綾部市立病院
近藤神経科医院 福知山紅葉丘病院
泉谷診療所 医療法人医誠会京都ルネス病院
浅山眼科医院 安井神経内科医院
医療法人小笠原医院 城南病院
辻医院 医療法人啓信会京都きづ川病院
西尾医院 高田内科
田中州鶴医院 きづ川クリニック
万波整形外科 関西医科大学附属男山病院
中野眼科 医聖会八幡中央病院
池須町診療所 下野医院
西村医院 西山病院
医療法人芙蓉会 北辰堂 佐藤医院 長岡病院
前田医院 西田医院
小石医院 長岡京病院
こころの健康増進センター 石澤診療所
医）知音会 御池クリニック 西村医院



毛利病院 すずき内科クリニック
小笠原医院 医療法人社団 千春会 千春会病院
六角田中医院 医療法人回生会第二京都回生病院
山本内科小児科医院 医療法人赤井医院
大田眼科 医療法人芳松会 田辺病院
青木クリニック 栄仁会 新田辺診療所
須川クリニック 医療法人社団石鎚会 田辺記念病院
多田消化器クリニック こじまレディースクリニック
医療法人和行会 丸太町クリニック 財団法人丹後中央病院
医療法人島津医院 京都桂病院
ゆうクリニック 三菱京都病院
玉垣内科医院 松原医院
武田クリニック 西京都病院
大澤クリニック シミズ病院
財団法人京都健康管理研究会 中央診療所 関西医科大学付属洛西ﾆｭｰﾀｳﾝ病院
京都民医連太子道診療所 洛西シミズ病院
川崎医院 医療法人清仁会シミズ外科医院
にしじま眼科 杉本医院
鳥居内科 いだ胃腸科内科医院
ワタナベ皮膚科 京都民医連かみの診療所
はやし神経内科 緒方医院
京都回生病院 京都東山老年サナトリウム
内浜診療所 愛生会山科病院
京都南病院 医療法人竜王会 小澤病院
長井整形外科医院 小川医院
武田病院 加藤山科病院
京都医療生活協同組合 中野眼科京都駅前診療所 洛和会音羽病院
横村医院 竹村診療所
京都武田病院 恵仁会桑原病院
医療法人啓信会 京都四条病院 大塚外科医院
西澤内科医院 医療法人並河整形外科医院
京都南病院 第二南診療所 医療法人 中井医院
啓信会 京都四条診療所 医療法人 藤本内科診療所
医療法人親友会 島原病院 小泉肛門科外科医院
木津屋橋武田病院 医療法人昭恵会 町塚病院
粟野診療所 医療法人社団 辻医院
烏丸診療所 医療法人福本内科医院
医療法人中島眼科医院 田中眼科医院
広沢医院 医療法人藤原医院
和田診療所 竹村診療所
吉田医院 木下晴生胃腸科診療所
医療法人円相会渡邊医院 中澤医院
中西医院 八木沢医院
安東医院 土屋診療所
あわの診療所 木村山科駅前診療所
千本診療所 山田皮膚科医院
西村診療所 医療法人竹村診療所
三船整形外科医院 浅田内科消化器科医院
せんごくクリニック 吉武音羽草田診療所
こうの眼科クリニック 北川眼科医院
医療法人 立岡神経内科 坂口山科駅前診療所
内科 田中医院 ラクトクリニック
七条武田クリニック 中山医院
たきがみ医院 医療法人 和行会 音羽クリニック
医）三宝会 小笠原クリニック 紀田クリニック
タケダ放射線科クリニック 音羽前田クリニック
高雄病院 京都駅前診療所 安田医院



柳診療所 今井内科診療所
九条診療所 なぎ辻病院
京都九条病院 ふくみつ内科
吉祥院病院 洛和会音羽記念病院
十条リハビリテーション病院 洛和会みささぎ病院
吉川眼科病院 日新電機診療所
ＮＴＴ京都病院 京都府立医科大学附属病院
尾石クリニック 府立洛東病院
大内眼科 府立洛南病院
日本バプテスト病院 公立南丹病院
医療法人寿尚会洛陽病院 市立舞鶴市民病院
京都民医連第二中央病院 京都市立病院
北山病院 京都市桃陽病院
岩倉病院 公立山城病院
第二北山病院 京都市身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ附属病院
医療法人順和会 京都下鴨病院 京都府立心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
石野病院 福知山市民病院
平位医院 京都第二赤十字病院
医療法人社団頌徳会 比叡病院 京都第一赤十字病院
蓑和田診療所 社会保険京都病院
医療法人社団貴順会吉川病院 京都警察病院
藤原医院 済生会京都府病院
田辺内科病院 国立病院機構 京都医療センター
財団法人 川越病院 国立病院機構 舞鶴医療センター
医療法人高清会高折病院 国立大学法人 京都大学 京都大学医学部附属病院
吉田眼科医院 京都大学胸部疾患研究所付属病院
京都大原記念病院 国立療養所南京都病院
ルイパスツール医学研究センター 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院
江部診療所 京都逓信病院
嶋村医院 医療法人社団 真医会 烏丸眼科 小室クリニック
医療法人藤田医院 社団法人信和會安井病院
東道医院 ホリイ歯科医院
田村医院 かきみ歯科医院
十倉医院 さわやか薬局
ウエノ診療所 広小路薬局
原山眼科医院 オーツカ調剤薬局 府立医大前店
田代皮膚科・形成外科 いずみ薬局 河原町支店
医療法人鈴木診療所 花ぐるま薬局
木戸診療所 リジョイス薬局府庁前店
菅内科医院 ふたば薬局
浮田医院 ペガサス京都薬局
有馬医院 コスモス薬局
医療法人社団頌徳会修学院病院 さくら薬局京都駅前店
バプテスト眼科クリニック サンライフ薬局
川上医院 ネクサス調剤薬局
社団法人信和会京都民医連あすかい診療所 京大病院前オオツカ調剤薬局
北山通ソウクリニック 平塚薬局
桑原クリニック 和進会薬局
井上医院 東大路調剤薬局
ふくもちこどもクリニック オーツカ聖護院薬局
いじち医院 たけひさ福寿堂薬局
かわみ皮膚科 オーツカ下鴨薬局
石川医院 しらゆり薬局
百万遍クリニック たんぽぽ薬局聖護院店
医療法人一仁会 脳神経リハビリ北大路病院 モタニ薬局
京都双岡病院 のぞみ薬局 京大病院前店
社団法人 京都保健会 春日診療所 音戸山薬局



西京病院 ㈱ぎをんアサヒ薬局
神部眼科医院 藤ノ森薬局
内田病院 さくら薬局 京都伏見店
宮崎神経科嵯峨病院 ふじのもり薬局
医療法人社団 四条診療所 調剤薬局オカモト
医療法人 國枝医院 西本薬局
岩瀬医院 末広ファーマシー
医療法人大塚医院 久津川薬局
ささきクリニック ファルコはやぶさ薬局平川店
おくい診療所 かわかみ調剤薬局
財団法人 泉谷病院 サンコー薬局
安田内科医院 リジョイス薬局山科店
医)竜安寺クリニック みやこ薬局山科店
財団法人高雄病院 こすも薬局本店
三聖病院 さくら薬局京都山科駅前店
京都女子大学健康管理ｾﾝﾀｰ診療所 ゆり薬局
久野病院 おれんじ薬局
今井診療所 下村薬局
川合診療所 訪問看護ステーション右京医師会
原田病院 訪問看護ステーション田原ひまわり
中嶋外科整形外科医院 京都府済生会訪問看護ステーション
はしひら医院 洛和会訪問看護ステーション２１
タケダ腎クリニック 社団法人 愛生会 訪問看護ステーション
医療法人 京健会 中村クリニック 福田小児科医院
東山武田病院 上野内科医院
大羽病院 田中小児科
医療法人清水病院 三品泌尿器科医院
醍醐病院 健康保険鞍馬口病院
医療法人弘仁会大島病院 第一岡本病院
京都大橋総合病院 藤田医院
蘇生会総合病院

大阪府
阪南病院 高橋西梅田クリニック
財団法人浅香山病院 田中北梅田クリニック
耳原総合病院 高石クリニック
医療法人サヂカム会三国丘病院 平塚梅田循環器クリニック
大阪労災病院 アイノクリニック
堺温心会病院 子供の城 高井小児科
恒昭会 上野芝病院 大阪北逓信病院
日野病院 藤林クリニック
太田神経内科クリニック 加納総合病院
正風病院 医療法人くにともクリニック
藤本堺東診療所 野瀬クリニック
藤本クリニック 本出診療所
志水堺東診療所 大北メディカルクリニック
近畿大学医学部堺病院 大阪中央病院
医療法人友愛会 松本病院 財団法人住友病院
関西電力病院 北野病院
今川クリニック 中津皮フ科クリニック
関西医科大学附属香里病院 医)医心会 扇町メディカルクリニック
特定医療法人一祐会 藤本病院 生駒内科・消化器内科クリニック
結核予防会大阪府支部大阪病院 インフュージョンクリニック
松島病院 医）光輪会 さくらクリニック
小松病院 清風会 茨木病院
三家クリニック 大阪第二警察病院
青樹会病院 藍野病院
医）長尾会 寝屋川サナトリウム 済生会 茨木病院



森内クリニック 徳永医院
浅井整形外科 藍陵園病院
香川クリニック 友紘会総合病院
クリニックこまつ 医療法人博愛会博愛茨木病院
松本クリニック 上野医院
医療法人きっこう会多根第二病院 藍野花園病院
多根脳神経リハビリテーション病院 奥野眼科
府中病院 西代医院
和泉市立病院 内田クリニック
新生会病院 医療法人篤靜会 谷川記念病院
中畑医院 医療法人恵仁会 田中病院
泉大津市立病院 真砂こどもクリニック
ローズガーデン条南苑診療所 渡辺クリニック
大里クリニック 隅クリニック
青山第二病院 河村メディカルクリニック
東住吉森本病院 峯クリニック
高槻赤十字病院 愛染橋病院
大阪医科大学附属病院 若弘会病院
光愛病院 大阪簡易保険診療所
新阿武山病院 富永病院
淀の水病院 山下医院
愛仁会高槻病院 ナンバかぎもとクリニック
松本医院 医療法人 入野医院
緑水会病院 すみれ病院
木村クリニック 大道会ボバース記念病院
藤田胃腸科病院 わたなべクリニック
木村診療所 能勢クリニック
宗光診療所 市立柏原病院
第一東和会病院 大和川病院
今津診療所 医療法人弘心会小杉記念病院
阿武山こどもクリニック 井関クリニック
医療法人啓友会啓友クリニック 医療法人あかし内科クリニック
青谷クリニック 松原中央病院
しもでら小児科クリニック 医療法人徳州会松原徳州会病院
北摂総合病院 ＰＬ病院
角辻医院 東長原病院
田中診療所 幸仁会阪本病院
医療法人愛仁会 千船病院 若草第一病院
医療法人愛仁会 千船クリニックス 三世会 河内総合病院
医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 久米クリニック
医療法人 桐葉会 木島病院 喜多クリニック
為永温泉病院 藤田神経内科クリニック
医療法人ガラシア会 ガラシア病院 東布施 辻本クリニック
田中メンタルクリニック 城野内科医院
西眼科病院 医療法人 光貴会 しんいけクリニック
大阪市立小児保健衛生センター 山本内科
大阪鍼灸専門学校附属診療所 医療法人 京昭会 ツヂ病院
医療法人（財）恵友会 内藤病院 分野病院
福川内科クリニック 医療法人新明会神原病院
榎坂病院 第二分野病院
市立吹田市民病院 古屋診療所
甲聖会紀念病院 おちクリニック
さわ江坂神経クリニック 都島PET画像診断クリニック
医療法人 協和会 協和会病院 田渕医院
医療法人小憩会さわらび診療所 医療法人岩田医院
済生会 千里病院 岩橋クリニック
京谷医院 山本病院



大阪赤十字病院 貴島病院本院
大阪警察病院 甲田医院
大阪市立桃山病院 医療法人徳州会 八尾徳州会総合病院
医療法人 湯川胃腸病院 阪奈サナトリウム
小出内科神経科 回生会 藤田病院
西下胃腸病院 大阪市立住吉市民病院
遠藤クリニック ソルメゾン診療所
ＮＴＴ西日本大阪病院 大阪市立十三市民病院
三木診療所 木田クリニック
小杉クリニック本院 子供の城 療育クリニック
金山内科クリニック 新阿武山クリニック
今石こどもクリニック 医療法人田中クリニック
みき竹岡診療所 天羽病院
財団法人日本生命済生会 附属 日生病院 高野クリニック
医療法人きっこう会多根病院 聖徒病院
大野記念病院 堀野医院
ゆあさ眼科医院 医療法人桂寿会 桂寿病院
やまもとクリニック 大阪回生病院
大東中央病院 コープおおさか病院
医)徳洲会 野崎徳洲会病院 まつむらクリニック
越宗整形外科医院 近畿大学医学部付属病院
わたべクリニック 医療法人六三会大阪さやま病院
医療法人敬仁会 今里胃腸病院 大阪赤十字病院 大手前整肢学園
生野中央病院 齋藤診療所
西口診療所 岡田クリニック
小杉クリニック分院 厚生会高津病院
医療法人 松田クリニック 西尾神経内科診療所
阿倍野小杉クリニック 高山診療所
大阪鉄道病院 大阪漢方医学振興財団附属診療所
公立大学法人 大阪市立大学医学部附属病院 前久保クリニック
協立病院 高山メディカルクリニック
香里ヶ丘有恵会病院 なかがわ中之島クリニック
東香里病院 医療法人 宮武内科
橋本内科医院 医療法人英和会市川ｾﾝﾀｰｸﾘﾆｯｸ
高井病院 小畠クリニック
亀廣記念医学会 関西記念病院 大阪府職員診療所
永島クリニック 上西クリニック
きぬがわ眼科 厚生会高津病院
医療法人 みどり会 中村病院 橋本膠原病センター
松谷病院 石川消化器内科
泌尿器科山田クリニック 大阪船員保険病院
医療法人星丘会泌尿器科山田クリニック 大阪厚生年金病院
向山病院 星ケ丘厚生年金病院
佐藤病院 大手前病院
へきクリニック 枚方公済病院
中川医院 大阪府済生会中津病院
新世病院 大阪府済生会野江病院
あつみ消化器クリニック 大阪府済生会吹田病院
関西医科大学附属枚方病院 大阪府立急性期・総合医療センター
医）内藤会 内藤クリニック 大阪府立成人病センター
浦医院 大阪府立羽曳野病院
医療法人 山田誠クリニック 大阪府立 中宮病院
林医院 大阪市立弘済院附属病院
医療法人 マックシール巽病院 大阪市立少年保養所
医療法人こじまクリニック 八尾市立病院
医療法人小野整形外科 市立貝塚病院
東保脳神経外科 市立枚方市民病院



牧リハビリテーション病院 箕面市立病院
大阪市立北市民病院 大阪府立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ
社会福祉法人 大阪暁明館 大阪市立リハビリセンター診療所
淀川キリスト教病院 大阪市立総合医療センター
医療法人医誠会 医誠会病院 市立岸和田市民病院
医）篤仁会 深尾医院 市立堺病院
医療法人 平井クリニック 市立池田病院
淀川キリスト教病院分院 東大阪市立総合病院
中野小児病院 国立病院機構大阪医療センター
中川医院 国立病院機構大阪南医療センター
関西医科大学附属滝井病院 国立病院機構 刀根山病院
松下記念病院 独立行政法人国立病院機構
医療法人行岡医学研究会行岡病院 近畿中央胸部疾患センター
守口敬任会病院 大阪大学微生物病研究所附属病院
くどう内科クリニック 国立循環器病センター
大阪市立母子センター付属病院 大阪大学医学部附属病院
まちだ胃腸病院 米永歯科医院
江夏クリニック 大阪大学歯学部附属病院
水本クリニック フラワー薬局金岡公園前店
医）満領会 画像診断クリニック 学校法人 大阪薬科大学附属薬局
交野病院 さくらファーマシー薬局
医療法人鶴保診療所 上六薬局
はしもと内科外科クリニック ワタキュー薬局
丹比荘 アイケイ薬局 上本町店
医）医仁会 藤本病院 大阪阿波座さくら薬局
水無瀬病院 カイセイ薬局
市立豊中病院 フラワー薬局 枚方店
さわ病院 阪急共栄ドラッグストアー薬局（中津店）
小曽根病院 イムノファーマシーガーデン薬局
林病院 祥漢堂 梅田北薬局
財団法人大阪脳神経外科病院 ときわ薬局
西沢クリニック 株式会社阪神調剤薬局
医療法人木村眼科医院 漢方マルヘイ薬局
杉野医院 まごころ訪問門看護ステーション
杉山クリニック 訪問看護ステーション あおぞら
医）小池診療所 美杉会訪問看護ステーションまきの
南谷クリニック 高橋診療所
小川・貴島診療所 大阪市立城北市民病院
桂クリニック 大海クリニック
原眼科医院 修仁会病院
北野病院 翠明会千里山病院
桜橋渡辺病院 国立療養所千石荘病院
山本梅新診療所 摂南病院

兵庫県
財団法人甲南病院 医療法人社団 敬誠会 合志病院
岩神診療所 (医)社団秀明会 遠谷眼科
六甲アイランド病院 萩原眼科クリニック
日山クリニック はしもとクリニック
しらさかクリニック にしむら胃腸科外科医院
宮脇内科医院 医療法人協和会協立温泉病院
隠岐医院 医療法人晋真会ベリタス病院
いが漢方内科 金のさじ診療所 石島診療所
神戸海星病院 大江内科胃腸科
喜多川神経科クリニック こばやしクリニック
医療法人社団 竹内内科 公立学校共済組合近畿中央病院
三菱神戸病院 医療法人社団 荘司外科
神戸百年記念病院 おじまクリニック



ぬかた小児科クリニック 市立伊丹病院
医療法人慈恵会新須磨病院 医療法人 松浦会 松浦病院
兵庫県立こども病院 白鳥診療所
藤井内科クリニック 兵庫県立姫路循環器病センター
神戸掖済会病院 医療法人社団綱島会厚生病院
医療法人明和病院 ツカザキ病院
兵庫医科大学病院 医療法人社団 阿保クリニック
西宮市立中央病院 兵庫県立粒子線医療センター
岩沢クリニック 石川整形外科医院
竹村医院レディスクリニック 有馬高原病院
医療法人社団 甲友会 西宮協立脳神経外科病院 医療法人甲風会有馬温泉病院
医療法人社団 仁眼科医院 社会保険神戸中央病院
医療法人社団清和会笹生病院 済生会兵庫県病院
西本クリニック 神鋼病院
むたクリニック 神甲会隈病院
松本診療所 宋神経科クリニック
志水リウマチ科・内科診療所 医療法人社団中山内科リウマチアレルギー科
宝塚第一病院 先端医療センター
児玉病院 神戸市立医療センター中央市民病院
松村心療内科 兵庫県立のじぎく療育センター
三田市民病院 兵庫県立ﾘﾊﾋﾞﾘｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央病院
三田高原病院 西神戸医療センター
あおぞらクリニック ひらいクリニック
兵庫医科大学篠山病院 県立西宮病院
神明病院 明石市立市民病院
高砂市民病院 国立療養所兵庫中央病院
はりま病院 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター
兵庫県立塚口病院 神戸大学医学部附属病院
関西労災病院 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター
医療法人中央会 尼崎中央病院 阪神調剤薬局 神緑店
立花病院 西宮薬草園薬局
上枝診療所 フジ薬局
兵庫県立尼崎病院 老人保健施設しおさきヴィラ
浜田小児内科クリニック 神戸逓信病院
遠谷眼科 尼崎医療生協病院
阪神漢方研究所附属クリニック

奈良県
医療法人 平和会 吉田病院 医療法人やわらぎ会 北病院
奈良春日病院 健生会土庫病院
高の原中央病院 天理よろづ相談所病院
大倭病院 医療法人社団高清会高井病院
医療法人康仁会 西の京病院 医療法人健和会奈良東病院
済生会奈良病院 橿原整形外科クリニック
あしび薬局 医療法人 医仁会 平井病院
永田眼科 恵王病院
上田クリニック 奈良県立医科大学付属病院
田村クリニック 奈良県立奈良病院
やまぐちクリニック 奈良県総合リハビリテーションセンター
江川内科消化器科医院 国立療養所 松籟荘
市立奈良病院 国立療養所西奈良病院
医療法人 田北会 田北病院 医療法人中川会 久米診療所
奈良社会保険病院 あしび薬局
山科皮膚科医院 ショーワ薬局宝来店
近畿大学医学部奈良病院 ㈲奈良保健協同企画 あおば薬局

和歌山県
西本第２クリニック 国保直営串本病院
医療法人 須佐病院 有田市立病院



済生会和歌山病院 和歌山県立医科大学附属病院
医）友和会 今村病院 日本赤十字社和歌山医療センター
西本クリニック 国立南和歌山病院
医療法人南労会 紀和病院 中央薬局九番丁
公立那賀病院 ガトウ薬局
越道脳神経外科・内科 調剤薬局花みかん てんてん店

鳥取県
鳥取赤十字病院 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター
鳥取市立病院 鳥取大学医学部附属病院
岩本医院 鳥取県看護協会訪問看護ステーション
医療法人仁厚会 倉吉病院 訪問看護ステーションはまゆう
鳥取県立厚生病院

島根県
松江市立病院 国立療養所松江病院
松江赤十字病院 国立病院機構 浜田医療センター
学園クリニック 島根大学医学部附属病院
医療法人社団爽治会周布内科医院

岡山県
財団法人 河田病院 草加病院
医療法人社団十全会 心臓病ｾﾝﾀｰ榊原病院 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
岡山協立病院 岡山市立市民病院
操風会岡山旭東病院 岡山大学病院
倉敷中央病院 国立病院機構岡山医療センター
川崎医科大学付属病院 独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター

広島県
広島市立広島市民病院 医療法人微風会ビハーラ花の里病院
河村病院 本永病院
武市クリニック 井野口病院
石原脳神経外科病院 東広島記念病院
広島クリニック 医療法人青山会 西条中央病院
中国労災病院 広島総合病院
押尾クリニック 広島大学病院
尾道市立市民病院 国立病院機構福山医療センター
総合病院 三愛 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター
三次病院

山口県
山口県済生会下関総合病院 石井病院
宇部興産株式会社中央病院

徳島県
医療法人いちえ会 伊月病院 徳島県立三好病院
徳島赤十字病院 徳島大学病院
つるぎ町立半田病院 国立病院機構徳島病院

香川県
西紋病院 三豊総合病院
香川県立中央病院 国立療養所香川小児病院
高松赤十字病院 国立善通寺病院
屋島総合病院 香川大学医学部附属病院

愛媛県
総合病院松山赤十字病院 財団法人積善会附属十全総合病院
医療法人社団浦岡胃腸クリニック 医療法人社団 亀井小児科
市立宇和島病院 愛媛大学医学部附属病院

高知県
医療法人産研会上町病院 医療法人 防治会 いずみの病院
いずみの病院 高知県立幡多けんみん病院

福岡県
ブックスクリニック福岡 医療法人幾嶋医院
貝塚病院 不知火病院



福岡高野病院 三井大牟田病院
医）原信会 原口病院循環器内科 労働福祉事業団総合せき損センター
秋本病院 田川地区休日救急医療センター
福岡赤十字病院 九州厚生年金病院
まるおか内科・リウマチ内科クリニック 北九州産業医科大学附属病院
福岡大学 筑紫病院 大平メディカルケア病院
公立八女総合病院企業団 医療法人敬天会東和病院
佐藤まゆみメンタルクリニック 北九州市立医療センター
久留米大学医学部附属病院 九州大学医学部附属病院
聖マリア病院 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

佐賀県
医療法人静便堂 白石共立病院 佐賀大学医学部付属病院
総合病院 唐津赤十字病院

長崎県
大浦診療所 国立病院機構 長崎川棚医療センター
医療法人財団健友会上戸町病院 長崎市立市民病院
医療法人白十字会 佐世保中央病院 佐世保共済病院
国立病院機構長崎医療センター 佐世保市立総合病院
国立大学法人 長崎大学病院

熊本県
医療法人社団高野会高野病院 熊本赤十字病院
医療法人社団尾崎医院 熊本市立熊本市民病院
県南髙木クリニック 済生会熊本病院
池田医院 国立熊本病院
熊本大学医学部附属病院 上天草総合病院

大分県
杏林会 村上記念病院 医療法人聖友会挾間国際温泉病院
中津市立中津市民病院 大分県立病院

宮崎県
金丸脳神経外科病院 宮崎大学医学部附属病院
医療法人康仁会 谷村病院 宮崎県立延岡病院
医療法人浩洋会 田中病院

鹿児島県
鹿児島共済会南風病院 吉玉リウマチ・内科クリニック
鮫島病院 薩摩郡医師会病院
榮樂内科クリニック 宮上病院
医療法人敬安会 伊達病院 加世田シティー 内匠眼科
済生会川内病院 鹿児島大学病院
川内市医師会立市民病院 鹿児島大学病院（歯科）

沖縄県
医療法人仁愛会浦添総合病院 琉球大学医学部附属病院
豊見城中央病院 沖縄県立八重山病院
うえず内科クリニック にしだい診療所


