核酸アナログ製剤治療に係る治療実施医療機関一覧
（導入治療後の治療の実施） ※指定医療機関でも治療できます。

医療機関名

地域

住所

2017年3月9日 現在
登録日
電話番号 ※記載がないものは
登録済

1 熊本市

ア行 あきた病院

熊本市南区会富町1120

096-227-1611

2 熊本市

ア行 あけぼのクリニック

熊本市南区白藤５丁目１－１

096-358-7211

3 熊本市

ア行 朝日野総合病院

熊本市北区室園町１２－１０

096-344-3000

4 熊本市

ア行 東病院

熊本市南区出仲間5-2-2

096-378-2222

5 熊本市

ア行 あだち内科胃腸科

熊本市北区龍田７－３６－４０

096-338-1888

6 熊本市

ア行 池田内科医院

熊本市西区城山下代３－１－２

096-329-8818

7 熊本市

ア行 いずみクリニック胃腸科・内科

熊本市東区東本町３－１５

096-365-9000

8 熊本市

ア行 井病院

熊本市中央区八王子町２７－１１

096-379-4600

9 熊本市

ア行 上村循環器科医院

熊本市中央区神水２丁目１７－１

096-382-3888

10 熊本市

ア行 内尾土井クリニック

熊本市中央区山崎町８－１１

096-352-3031

11 熊本市

ア行 宇土内科胃腸科医院

熊本市中央区国府１－１９－５

096-364-7175

12 熊本市

ア行 大塚内科

熊本市東区花立５－１－３６

096-365-7855

13 熊本市

ア行 大林新地クリニック

熊本市北区清水新地７－９－２２

096-386-3337

14 熊本市

ア行 小沢医院

熊本市中央区南熊本４－３－２０

096-371-2231

15 熊本市

ア行 小野・出来田内科医院

熊本市中央区横手１－２－１２１

096-355-7532

16 熊本市

ア行 帯山中央病院

熊本市中央区帯山４丁目５－１８

096-382-6111

17 熊本市

ア行 小山胃腸科内科クリニック

熊本市中央区水前寺公園２８－３９

096-381-7273

18 熊本市

カ行 春日クリニック

熊本市西区春日３丁目２５番１号

096-351-7151

19 熊本市

カ行 上熊本内科

熊本市西区上熊本１－３－４

096-325-1331

20 熊本市

カ行 片瀬内科医院

熊本市中央区八王寺町３６－４１

096-379-3111

21 熊本市

カ行 菊南病院

熊本市北区鶴羽田３丁目１－５３

096-344-1711

22 熊本市

カ行 北岡外科医院

熊本市中央区九品寺１丁目１番４号

096-362-9171

23 熊本市

カ行 熊本市立植木病院

熊本市北区植木町岩野２８５－２９

096-273-2111

24 熊本市

カ行 熊本市立熊本市民病院附属芳野診療所

熊本市西区河内町野出1410番地

096-277-2007

25 熊本市

カ行 熊本内科病院

熊本市中央区手取本町７－１

096-356-5500

26 熊本市

カ行 くわみず病院

熊本市中央区神水１－１４－４１

096-381-2248

27 熊本市

カ行 熊本リウマチ内科

熊本市北区四方寄町１６０４－7

096-245-5617

28 熊本市

カ行 熊本機能病院

熊本市北区山室６丁目８番１号

096-345-8111

29 熊本市

カ行 グレースメディカルクリニック

熊本市東区佐土原１－１６－３６

096-360-9013

30 熊本市

カ行 外科内科池田医院

熊本市中央区八王寺町１２－３１

096-378-2231

31 熊本市

カ行 小堀胃腸科外科

熊本市中央区黒髪二丁目３２番３号

096-344-1001

32 熊本市

カ行 小山内科クリニック

熊本市中央区城東町４－７

096-322-5809

33 熊本市

カ行 こう内科循環器科医院

熊本市南区田迎６－１１－４３

096-379-2323

34 熊本市

カ行 後藤内科クリニック

熊本市南区御幸苗田４－１４－２３

096-370-1110

35 熊本市 サ行 佐藤医院

熊本市西区上熊本３丁目２番１０号

096-355-0200

36 熊本市 サ行 三和クリニック

熊本市西区城山下代3-6-1

096-329-6777

37 熊本市 サ行 しまさきバス通り総合内科クリニック

熊本市西区島崎２丁目８－２０

096-288-4149

38 熊本市 サ行 島津クリニック

熊本市西区春日７丁目１６－８

096-354-1525

39 熊本市 サ行 下田内科クリニック

熊本市北区鶴羽田三丁目14番23号

096-345-5015

40 熊本市 サ行 慈恵病院

熊本市西区島崎６丁目１－２７

096-355-6131
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41 熊本市 サ行 十善病院

熊本市中央区南熊本３－６－３４

096-372-2688

42 熊本市 サ行 陣内病院

熊本市中央区九品寺6丁目2番3号

096-363-0011

43 熊本市 サ行 水前寺とうや病院

熊本市中央区水前寺５丁目２－２２

096-384-2288

44 熊本市 サ行 末次内科医院

熊本市西区上高橋２丁目１３－６

096-329-4755

45 熊本市 サ行 すどう・きたの医院

熊本市中央区新大江１丁目５－１３

096-364-3635

46 熊本市 サ行 青磁野リハビリテーション病院

熊本市西区島崎２－２２－１５

096-354-1731

47 熊本市 サ行 せんだメディカルクリニック

熊本市中央区島崎１－３２－１

096-356-8223

48 熊本市 サ行 千場内科クリニック

熊本市北区清水新地１－５－３８

096-343-8988

49 熊本市

タ行 髙田千年クリニック

熊本市中央区新町１丁目８－１７

096-351-3005

50 熊本市

タ行 たけの胃腸科内科

熊本市南区野口２丁目１２－１

096-320-2555

51 熊本市

タ行 田嶋外科内科医院

熊本市西区田崎２丁目２－４８

096-355-6900

52 熊本市

タ行 田上内科クリニック

熊本市東区東本町１－１田上ビル２階

096-214-1011

53 熊本市

タ行 田原坂クリニック

熊本市北区植木町平原２１２

096-272-5487

54 熊本市

タ行 たまのい内科クリニック

熊本市南区城南町阿高１５７

0964-28-1555

55 熊本市

タ行 鶴田病院

熊本市東区保田窪本町１０番１１２

096-382-0500

56 熊本市

タ行 寺尾病院

熊本市北区小糸山町７５９

096-272-0601

57 熊本市

タ行 寺原診療所

熊本市中央区壺川２－１０－５

096-323-4160

58 熊本市

タ行 天神内科医院

熊本市中央区大江６－２２－２２

096-366-2233

59 熊本市

タ行 とだか内科クリニック

熊本市東区下江津２－１３－５

096-379-7500

60 熊本市

タ行 冨野内科医院

熊本市東区長嶺南４丁目１０－１８

096-383-8211

61 熊本市

タ行 豊田消化器外科医院

熊本市東区江津一丁目30番20号

096-371-4835

62 熊本市

ナ行 中川クリニック

熊本市中央区安政町３－４

096-356-6636

63 熊本市

ナ行 中嶋内科

熊本市北区硯川町１１３４

096-245-0005

64 熊本市

ナ行 なかむらファミリークリニック

熊本市北区武蔵ヶ丘七丁目１－１

096-339-1711

65 熊本市

ナ行 成田クリニック

熊本市東区江津１丁目１－１

096-363-7771

66 熊本市

ナ行 成松医院

熊本市南区富合町榎津１２０１

096-357-4122

67 熊本市

ナ行 にしくまもと病院

熊本市南区富合町古閑1012番地

096-358-1118

68 熊本市

ナ行 西村内科医院

熊本市東区花立１丁目4番10号

096-214-7001

69 熊本市

ナ行 野津原内科

熊本市中央区黒髪６－１－２３

096-343-0720

70 熊本市 ハ行 はくざん胃腸科循環器科クリニック

熊本市中央区菅原町１－１８

096-364-6060

71 熊本市 ハ行 橋口医院

熊本市中央区渡鹿5丁目17番26号

096-364-2821

72 熊本市 ハ行 はせがわクリニック

熊本市西区春日7丁目１９－３８

096-322-7701

73 熊本市 ハ行 八王寺町クリニック

熊本市中央区八王子町16番73号

096-378-6880

74 熊本市 ハ行 花園内科クリニック

熊本市西区花園５－１３－２１

096-325-0800

75 熊本市 ハ行 林田クリニック

熊本市中央区萩原町３－２１

096-379-7755

76 熊本市 ハ行 東熊クリニック

熊本市東区戸島西３丁目７番１５号

096-365-0033

77 熊本市 ハ行 福島クリニック

熊本市南区田井島２－７－１

096-370-0211

78 熊本市 ハ行 ふじの医院

熊本市南区良町一丁目6番36号

096-214-8990

79 熊本市 ハ行 平成とうや病院

熊本市南区出仲間８丁目－２－１５

096-379-0108

80 熊本市 ハ行 堀尾内科医院

熊本市西区河内町船津２９４５－１

096-276-1515
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81 熊本市

マ行 まちの胃腸科外科

熊本市東区東野２－４－６

096-369-8071

82 熊本市

マ行 まつばらリウマチ科整形外科

熊本市東区月出五丁目３－１５

096-214-0551

83 熊本市

マ行 三浦内科クリニック

熊本市中央区中央街１－２７

096-323-0732

84 熊本市

マ行 みねとまクリニック

熊本市北区武蔵ヶ丘２－１－３０

096-337-3370

85 熊本市

マ行 三宅クリニック

熊本市西区小島３－３９－３

096-329-5600

86 熊本市

マ行 宮脇クリニック

熊本市中央区出水５－１１－２４

096-366-3181

87 熊本市

マ行 明午橋内科クリニック

熊本市中央区南千反畑町１５－４０

096-353-5500

88 熊本市

マ行 村田外科・胃腸科・ひふ科医院

熊本市中央区本山１－５－１６

096-356-3232

89 熊本市

マ行 村上内科循環器科医院

熊本市中央区本山４－１－１５

096-353-6201

90 熊本市

マ行 メディカルスクエア九品寺クリニック

熊本市中央区九品寺五丁目15番13号

096-364-1777

91 熊本市 ヤ行 山口外科内科医院

熊本市東区榎町３－１

096-367-2100

92 熊本市 ヤ行 ヤマサキ胃腸科クリニック

熊本市南区馬渡２丁目１２番２１号

096-379-6151

93 熊本市 ヤ行 山下内科医院

熊本市西区二本木１丁目２－３０

096-322-6511

94 熊本市 ヤ行 山城外科胃腸科

熊本市北区武蔵ヶ丘４－１０－１０

096-338-2676

95 熊本市 ヤ行 やましろ病院

熊本市中央区坪井1丁目３－４６

096-343-1200

96 熊本市 ヤ行 吉永クリニック

熊本市東区月出一丁目８－２６

096-383-3000

97 熊本市 ヤ行 よもぎクリニック（旧：赤星内科クリニック）

熊本市北区四方寄町１４１１－９

096-275-6088

98 熊本市

熊本市東区若葉３－１３－２０

096-285-6014

ワ行 わかばクリニック

99

有明

あだち内科胃腸科クリニック

荒尾市本井手五路ヶ辻１５５８－９５

0968-65-8500

100

有明

荒尾クリニック

荒尾市荒尾６００－３

0968-63-1166

101

有明

荒尾市民病院

荒尾市荒尾２６００

0968-63-1115

102

有明

いまおかクリニック

玉名郡長洲町宮野１４６８－１

0968-78-3410

103

有明

牛島内科医院

荒尾市一部字北田９０４－１

0968-64-2361

104

有明

有働病院

荒尾市万田４７５－１

0968-62-1138

105

有明

浦田医院

玉名市岩崎１０２３－３

0968-74-2412

106

有明

大塚医院

玉名市天水町小天６９８６－１

0968-82-2005

107

有明

大林循環器科・内科医院

玉名市築地２５－２

0968-72-3866

108

有明

鴻江病院

荒尾市増永２６２０

0968-62-0525

109

有明

さとう総合内科クリニック

荒尾市荒尾８１３－１

0968-62-1273

110

有明

田中良医院

荒尾市平山2268番地5

0968-66-0666

111

有明

田宮二郎内科

長洲町長洲２９３２－３

0968-78-2150

112

有明

淡河黒田医院

玉名郡長洲町大字梅田６９６番地１

0968-78-6517

113

有明

ながすクリニック

玉名郡長洲町大字長洲１３５４

0968-78-0527

114

有明

藤枝医院

荒尾市蔵満１８８４番地１

0968-68-3232

115

有明

古庄胃腸科・内科医院

玉名市岱明町大野下１５１２－１

0968-57-0013

116

有明

松山医院

荒尾市原万田４６２

0968-62-0418

117

有明

本里内科

荒尾市宮内７２４－１

0968-64-0556

118

有明

安田内科医院

玉名市横島町横島３３８７

0968-84-3131

119

有明

悠紀会病院

玉名市上小田１０６３番地

0968-74-1131

120

有明

和水町立病院

玉名郡和水町江田４０４０

0968-86-3105
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121

有明

宮﨑クリニック

玉名市天水町小天６９２８－２

0968-82-2408

122

山鹿

きくか松岡クリニック

山鹿市菊鹿町宮原８６－４

0968-48-2055

123

山鹿

武内医院

山鹿市鹿北町来民６９３

0968-46-2620

124

山鹿

徳永循環器科内科医院

山鹿市山鹿１４７８－２

0968-44-3111

125

山鹿

保利病院

山鹿市古閑984

0968-43-1212

126

山鹿

山鹿中央病院

山鹿市山鹿1000

0968-43-6611

127

菊池

勝久病院

菊池郡大津町２６１－９

096-293-5000

128

菊池

河野内科クリニック

菊池郡菊陽町津久礼字下沖野3011-4

096-233-1717

129

菊池

菊池郡市医師会立病院

熊本県菊池市亘３６６

0968-25-2191

130

菊池

菊池中央病院

菊池市隈府４９４番地

0968-25-3141

131

菊池

清原医院

菊池市泗水町福本７７５

0968-38-2106

132

菊池

国立病院機構熊本再春荘病院

合志市須屋２６５９

096-242-1000

133

菊池

庄嶋医院

合志市合生字辻久保４０９５－１

096-242-3388

134

菊池

仁誠会クリニック大津

菊池郡菊陽町原水字塘下２９７３

096-232-9595

135

菊池

たしろクリニック

菊陽郡大津町大津１２１２－２７

096-340-3220

136

菊池

ナカシマセブンクリニック

合志市須屋１４１５番地５

096-288-0777

137

菊池

中野クリニック

菊池市大琳寺２７５－１

0968-25-5861

138

菊池

ふじおか内科

菊池郡菊陽町大字久保田字下原２７３３－３

096-232-7550

139

菊池

本多内科胃腸科医院

菊池郡菊陽町馬場楠４２７

096-232-2021

140

菊池

宮本内科医院

菊池郡大津町大字室字東迫尻５３９－１０

096-293-1700

141

菊池

宮本内科クリニック

菊池市隈府２７７－２

0968-25-2047

142

菊池

武蔵しもむら医院

菊陽郡菊陽町武蔵ヶ丘２丁目１０－７

096-339-7561

143

菊池

山岡胃腸科内科

合志市幾久富１７５８－１４５

096-248-9001

144

阿蘇

市原胃腸科外科

阿蘇市黒川１４８４

0967-34-1211

145

阿蘇

大阿蘇病院

阿蘇市一の宮町宮地５８３３

0967-22-2111

146

阿蘇

小国公立病院

阿蘇郡小国町大字宮原１７４３

0967-46-3111

147

阿蘇

栗林内科医院

阿蘇市一の宮町宮地３０８８－１

0967-24-1024

148

阿蘇

坂梨ハートクリニック

阿蘇市小里２４９番地２

0967-24-6262

149

阿蘇

鶴田医院

阿蘇郡小国町宮原１６００

0967-46-2056

150

阿蘇

のむら内科クリニック

阿蘇郡西原村小森１１１３

096-292-2250

151

阿蘇

蓮田医院

阿蘇郡南小国町大字赤馬場１９５６－１７

0967-42-0125

152

阿蘇

松見内科クリニック

阿蘇市一の宮町宮地４７３５－６

0967-22-0260

153

阿蘇

脇胃腸科

阿蘇市内牧１０４９

0967-32-2500

154

阿蘇

渡邉内科

南阿蘇村大字河陰字飛塚４６６７

0967-67-1777

155

御船

おがた整形外科

上益城郡益城町福富８０２－２

096-289-3301

156

御船

小屋迫医院

上益城郡甲佐町岩下９６－１

096-234-0165

157

御船

瀬戸病院

上益城郡山都町北中島2806番地

0967-75-0111

158

御船

たなか内科眼科

上益城郡嘉島町大字鯰１８９８－３

096-235-7235

159

御船

谷田病院

上益城郡甲佐町岩下１２３

096-234-1248

160

御船

永田内科医院

上益城郡益城町福富７４０

096-286-3636

核酸アナログ製剤治療に係る治療実施医療機関一覧
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161

御船

藤岡医院

上益城郡御船町御船１０６１

096-282-0405

162

御船

北部へき地診療所

上益城郡山都町東竹原２８５－１

0967-85-0204

163

御船

御船クリニック

上益城郡御船町御船１０５０

096-282-0106

164

御船

矢部広域病院

上益城郡山都町下馬尾２０４

0967-72-1121

165

御船

山都町包括医療センターそよう病院

上益城郡山都町滝上４７６番地２

0967-83-1122

166

宇城

宇城市民病院

宇城市松橋町豊福５０５番地

0964-32-0335

167

宇城

おおもり病院

宇城市小川町北新田５

0964-43-1155

168

宇城

小川中央クリニック

宇城市小川町江頭３９３－１

0964-43-5363

169

宇城

金森医院

宇土市本町６－５

0964-22-0017

170

宇城

清水整形外科医院

宇城市松橋町久具３２３－１

0964-32-2207

171

宇城

済生会みすみ病院

宇城市三角町波多７７５－１

0964-53-1611

172

宇城

たかはしクリニック

宇城市小川町川尻272-1

0964-43-0008

173

宇城

竹宮医院

宇城市松橋町松橋４８０

0964-33-1122

174

宇城

三角クリニック

宇城市三角町三角浦１１５９番地１２４

0964-52-3003

175

八代

井上医院

八代市東陽町南１１２７－１

0965-65-2121

176

八代

緒方内科医院

八代郡氷川町宮原694-1

0965-62-2013

177

八代

岡村医院

八代市横手新町１４号４番地

0965-39-5665

178

八代

尾田内科医院

八代市鏡町鏡村１１２５－１

0965-52-8011

179

八代

髙田胃腸内科・内科

八代市大村町３５０番地

0965-37-7200

180

八代

鶴田クリニック

八代市古閑中町１３８６－１

0965-31-6000

181

八代

中村内科医院

八代市花園町１０番地１

0965-33-8885

182

八代

ひかわ医院

八代郡氷川町島地４１９－３

0965-82-8139

183

八代

前田内科医院

八代市鏡町下有佐１７８

0965-52-1310

184

八代

増田内科・胃腸内科

八代市永碇町1283番3

0965-62-8100

185

八代

松岡内科クリニック

八代市通町７－１４

0965-33-2766

186

八代

丸田医院

八代市千丁町吉王丸１５９８－３

0965-46-0027

187

八代

持永外科内科胃腸科医院

八代市平山新町４４７２－７

0965-35-2772

188

水俣

芦北クリニック

葦北郡芦北町湯浦４１７－１

0966-86-1200

189

水俣

市川内科クリニック

水俣市南福寺３－１

0966-62-0707

190

水俣

尾田胃腸科

水俣市平町１丁目１番１号

0966-63-3438

191

水俣

溝部病院

葦北郡芦北町湯浦４０３番地１

0966-86-2770

192

水俣

水俣協立病院

水俣市桜井町２－２－１２

0966-63-1704

193

人吉

酒瀬川内科

球磨郡錦町西１４－８

0966-38-0050

194

人吉

しらおく内科クリニック

人吉市中青井町295-8

0966-25-1550

195

人吉

高田内科医院

球磨郡錦町一武１５７６

0966-38-3677

196

人吉

田中医院

人吉市瓦屋町１４４０－１

0966-24-6127

197

人吉

堤病院

人吉市下林町２３２

0966-22-0200

198

人吉

伊津野医院

人吉市鶴田町9の2

0966-22-3066

199

人吉

医療法人蘇春堂球磨病院

人吉市上青井町１７６

0966-22-3121

200

天草

天草慈恵病院

天草郡苓北町上津深江２７８－１０

0969-37-1111
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201

天草

天草第一病院

天草市今釜新町３４１３－６

0969-24-3777

202

天草

天草中央総合病院

天草市東町１０１

0969-22-0011

203

天草

牛深市民病院

天草市牛深町３０５０

0969-73-4171

204

天草

上天草総合病院

上天草市龍ヶ岳町髙戸１４１９－１９

0969-62-1122

205

天草

木山・中村クリニック

天草市小松原町１６－１３

0969-23-4412

206

天草

荘田医院

天草市南町１－２７

0969-22-2497

207

天草

竹島医院

上天草市大矢野町登立1426-4

0964-56-0159

208

天草

中村医院

上天草市大矢野町上３９１－１

0964-56-0003

209

天草

中村こども・内科クリニック

天草市五和町二江１４７７－５７

0969-33-0144

210

天草

野田医院

天草市河浦町河浦４７７８－３

0969-76-0067

211

天草

福本病院

天草市牛深町１５２２－４６

0969-73-3131

212

天草

毛利医院

上天草市大矢野町登立９１４５－４

0964-56-2111

213

天草

森口内科医院

天草市天草町高浜北６３６

0969-42-1118

214

天草

やまうち医院

上天草市松島町阿村５０７２－１２

0969-56-0899

215

天草

やました医院

天草市北原町２－１

0969-27-0131

216

天草

苓北医師会病院

天草郡苓北町富岡３６００－３

0969-35-1133

217

県外

いまりクリニック

福岡県福岡市中央区天神１丁目３－３８
（天神１２１ビル３階３０１）

092-725-8311

218

県外

大津胃腸科肛門科クリニック

福岡県大牟田市南船津町1丁目12-12

0944-56-0292

219

県外

かじわらクリニック

福岡県北九州市八幡東区中央２－１０－４ ３F

093-663-3280

220

県外

九州総合診療クリニック

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25－21博多駅前
ビジネスセンター1F

092-482-1600

221

県外

久留米中央病院

福岡県久留米市小森野2丁目3番8号

0942-35-1000

222

県外

国家公務員共済組合連合会新小倉病院

福岡県北九州市小倉北区金田１丁目３番１号

093-571-1031

223

県外

国家公務員共済組合連合浜の町病院

福岡県福岡市中央区長浜３丁目３－１

092-721-0831

224

県外

米の山病院

福岡県大牟田市大字歴木４番地１０

0944-51-3311

225

県外

新吉塚病院

福岡県福岡市博多区吉塚七丁目6番29号

092-621-3706

226

県外

独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院 福岡県久留米市櫛原町２１

0942-33-1211

227

県外

戸畑共立病院

福岡県北九州市戸畑区沢見２丁目５－１

093-871-5421

228

県外

西内科循環器科医院

福岡県大牟田市白川１－４０

0944-53-8341

229

県外

早川内科胃腸科医院

福岡県大牟田市本町４－１０－１１

0944-54-6600

230

県外

福岡大学病院

福岡県福岡市城南区七隈７丁目４５番１号

092-801-1011

231

県外

福岡徳州会病院

福岡県春日市須玖北４丁目５番地

092-573-6622

232

県外

福西会病院

福岡県福岡市早良区野芥１－２－３６

092-861-2780

233

県外

真島消化器クリニック

福岡県久留米市野中町１４８３－４

0942-33-5006

234

県外

柳川病院

福岡県柳川市筑紫野２９

0944-72-6171

235

県外

医療法人恵山会丸山病院

福岡県太宰府市坂本１－４－６

092-922-9001

236

県外

大牟田共立病院

福岡県大牟田市明治町３丁目７番地５

0944-53-5461

237

県外

佐賀県立医療センター好生館

佐賀県佐賀市嘉瀬町中原４００番地

0952-24-2171

238

県外

市民の森病院

宮崎県宮崎市大字塩路２７８３－３７

0985-39-7630

239

県外

光風園病院

山口県下関市長府才川２－２１－２

083-248-0254

240

県外

地方職員共済組合徳島県支部直営診療所

徳島県徳島市万代町一丁目1番

088-621-3202
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241

県外

阿南共栄病院

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６

0884-44-3131

242

県外

四日市社会保険病院

三重県四日市市羽津山町10番8号

059-331-2000

243

県外

大阪府済生会千里病院

大阪府吹田市津雲台1丁目1番6号

06-6871-0121

244

県外

つしま内科クリニック

大阪府豊中市東寺内町３－２０

06-6337-6000

245

県外

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

京都府京都市伏見区深草向畑町１の１

075-641-9161

246

県外

豊川市民病院

愛知県豊川市光明町1丁目19番地

0533-86-1111

247

県外

虎の門病院分院

神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1

044-877-5111

248

県外

旭ヶ丘病院

埼玉県日高市森戸新田99番地１

042-989-1121

