
【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒960-8252

（早期・内視鏡含む） 福島市御山字仲ノ町97-2

大腸がん （024）533-2101

肺がん

胃がん 〒960-1101

（早期・内視鏡含む） 福島市大森字下原田25番地

大腸がん （024）544-5171

肺がん

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0201

大腸がん 福島市飯坂町字若葉町5

肺がん （024）542-4084

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8223

（早期・内視鏡含む） 福島市矢倉下10-1

大腸がん （024）526-2626

肺がん

乳がん

肝臓がん

胃がん 〒960-0502

（早期・内視鏡含む） 伊達市箱崎字東23-1

大腸がん （024）551-0551

肺がん

乳がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8112

（早期・内視鏡含む） 福島市花園町7番31号

大腸がん （024）535-4091

肺がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8141

大腸がん 福島市渡利字七社宮10番地1

肺がん （024）521-0182

肝臓がん

胃がん 〒960-2102

（早期・内視鏡含む） 福島市荒井北三丁目1-13

肺がん （024）593-5100

肝臓がん

大腸がん

胃がん 〒960-0211

（早期・内視鏡含む） 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8

肺がん （024）542-3030

肝臓がん

大腸がん

胃がん 〒960-8152

（早期・内視鏡含む） 福島市鳥谷野字宮畑92-1

肺がん （024）545-8668

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

北福島医療センター 226

（医）菊池クリニック 0

木村内科医院 0

（財）脳神経疾患研究所附属

南東北福島病院
233

（医）さいとう医院 0

さとう胃腸科内科医院 0

御山内科クリニック 0

216

池田医院 0

おがたクリニック 0

（社福）恩賜財団

済生会福島総合病院
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒960-8253

（早期・内視鏡含む） 福島市泉字清水内18-1

大腸がん （024）563-7573

肺がん

肝臓がん

胃がん 〒960-8055

（早期・内視鏡含む） 福島市野田町6丁目2-39

大腸がん （024）563-7872

肺がん

肝臓がん

肺がん 〒960-8062

胃がん 福島市清明町3-8

（早期・内視鏡含む） （024）521-0855

肝臓がん

大腸がん

胃がん 〒960-8141

（早期・内視鏡含む） 福島市渡利字天神27ｰ1

大腸がん （024）528-1155

肺がん

肝臓がん

胃がん 〒960-0115

大腸がん 福島市下飯坂字中城11-3

肝臓がん （024）553-7151

肺がん

前立腺がん

〒960-8056

福島市八島田字下干損田4-1

（024）559-3101

胃がん 〒960-1101

（早期・内視鏡含む） 福島市大森字高畑31-1

肺がん （024）546-3311

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0201

（早期・内視鏡含む） 福島市飯坂町字東堀切8

大腸がん （024）542-2131

肺がん

肝臓がん

肺がん 〒960-0801

胃がん 伊達市霊山町掛田字中町11番地1

大腸がん （024）586-1318

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0652

（早期・内視鏡含む） 伊達市保原町字西町189番地1

肺がん （024）575-3215

乳がん

肝臓がん

大腸がん

前立腺がん

15

（医）神岡クリニック 0

いずみさとう内科 0

（医）泰博会　村島医院 0

0

余目内科クリニック 0

乳がん てらだクリニック 0

（医）回生堂　しのぶ病院 100

のだまち胃と腸のクリニック 0

清明クリニック 0

天神橋クリニック

（医）厚良会

伊達セントラルクリニック
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

乳がん 〒964-0867

大腸がん 二本松市住吉100番地

胃がん （0243）22-3100

（早期・内視鏡含む）

肺がん

肝臓がん

肺がん 〒960-0241

胃がん 福島市笹谷字葭野21-1

（早期・内視鏡含む） （024）559-1717

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0101

大腸がん 福島市瀬上町字寺前7

肝臓がん （024）553-2658

肺がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8251

（早期・内視鏡含む） 福島市北沢又字番匠田5

大腸がん （024）558-1111

肝臓がん

肺がん

乳がん

前立腺がん

肺がん 〒960-8115

胃がん 福島市山下町4番11号

（早期・内視鏡含む） （024）525-2700

大腸がん

肝臓がん

胃がん 〒960-1241

（早期・内視鏡含む） 福島市松川町字土腐8

大腸がん （024）567-3355

肝臓がん

肺がん

胃がん 〒960-8164

大腸がん 福島市八木田字神明149-１

乳がん （024）545-0216

肝臓がん

肺がん

前立腺がん
（以下ターミナル期で届出

済み）
胃がん

大腸がん

乳がん

肝臓がん

肺がん

その他のがん腫

胃がん 〒960-8057

（早期・内視鏡含む） 福島市笹木野字中小屋16-2

肝臓がん （024）559-1511

大腸がん

肺がん

乳がん

きらり健康生活協同組合　上松川

診療所
0

さくま内科クリニック 0

（医）恵徳会　松川中央医院 0

（医）辰星会　枡記念病院 216

（医）社団　鈴木医院 0

（医）みやけ歯科医科ケア笹木

野みやけ内科外科
12

（医）池田胃腸科外科医院 0

奥野胃腸科内科医院 0
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

肝臓がん 〒960-1406

大腸がん 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4

胃がん （024）566-2323

（早期・内視鏡含む）

肺がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-1422

（早期・内視鏡含む） 伊達郡川俣町字新中町21-3

大腸がん （024）565-2688

肝臓がん

肺がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0652

（早期・内視鏡含む） 伊達市保原町字西町175

大腸がん （024）575-2563

肺がん

胃がん 〒964-8501

（早期・内視鏡含む） 二本松市成田町1-553

肺がん （0243）23-1231

乳がん

肝臓がん

大腸がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0418

（早期・内視鏡含む） 伊達市岡前20-6

大腸がん （024）551-1411

肺がん

肝臓がん

肺がん 〒960-1231

胃がん 福島市松川町沼袋字北原84-11

（早期・内視鏡含む） （024）537-2055

大腸がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8113

大腸がん 福島市旭町9-27　片平ﾋﾞﾙ1F

肺がん （024）536-5225

肝臓がん

乳がん

胃がん 〒960-8055

大腸がん 福島市野田町1丁目12－80

肝臓がん （024）535-8585

乳がん

肺がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8157

（早期・内視鏡含む） 福島市蓬莱町8丁目1ｰ1

肺がん （024）548-1212

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

肺がん 〒960-0111

胃がん 福島市丸子字町頭20-13

前立腺がん （024）553-6911

肝臓がん 〒960-8031

胃がん 福島市栄町6番6号

（早期・内視鏡含む） ﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ2F

大腸がん （024）521-5581

（医）かしの木内科クリニック 0

松川クリニック 0

うめつLS内科クリニック 0

（医）すずき医院 0

独立行政法人　地域医療機能推

進機構

二本松病院

160

済生会川俣病院 90

鈴木内科医院 0

（医）志傅会　大武胃腸科外科

医院
0

蓬莱東内科 0

0

クリニック21 0

腎・泌尿器科クリニック

さかがみ
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒960-0113

（早期・内視鏡含む） 福島市北矢野目字原田59-5

大腸がん （024）559-1133

乳がん

肝臓がん

胃がん 〒960-0611

（早期・内視鏡含む） 伊達市保原町字城ノ内73番地1

大腸がん （024）575-3231

肝臓がん

肺がん

前立腺がん
（以下ターミナル期で届出

済み）
胃がん

大腸がん

肝臓がん

肺がん

乳がん

その他のがん腫

胃がん 〒960-8032

（早期・内視鏡含む） 福島市陣馬町1-8

肺がん （024）522－2489

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-2261

（早期・内視鏡含む） 福島市町庭坂字畑外6-16

大腸がん （024）591-4123

胃がん 〒960－8055

（早期・内視鏡含む） 福島市野田町1丁目12-72

肺がん （024）531－6311

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0468

（早期・内視鏡含む） 伊達市方町41

肺がん （024）583-3024

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-2156

（早期・内視鏡含む） 福島市荒井字弁天前17-1

肺がん （024）593－1020

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8163

（早期・内視鏡含む） 福島市方木田字中屋敷1-1

大腸がん （024）545-6111

肝臓がん

肺がん 〒960-1108

胃がん 福島市成川字神崎40-1

（早期・内視鏡含む） （024）593-3172

大腸がん

肝臓がん

（医）慈栄会　野田循環器・消

化器内科外科クリニック
16

保原中央クリニック 0

（医）佐藤医院 0

福島西部庭坂クリニック 0

きらり健康生活協同組合　須川診

療所
19

桑名医院 0

（医）創仁会　あらいクリニック 14

さとうクリニック内科・消化器科 0

（医）福成会　わたなべクリニック 0
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒960-0801

（早期・内視鏡含む） 伊達市霊山町掛田字西裏48番地の1

大腸がん （024）586-1315

肺がん

胃がん 〒960-8152

（早期・内視鏡含む） 福島市鳥谷野字宮畑64-1

大腸がん （024）544-1122

肺がん

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-0756

（早期・内視鏡含む） 伊達市梁川町青葉町97番地

肺がん （024）577-2222

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

肺がん 〒960-8153

乳がん 福島市黒岩字榎平64-1

肝臓がん （024）545-7733

胃がん

（早期・内視鏡含む）

大腸がん

胃がん 〒960-8152

（早期・内視鏡含む） 福島市渡利字中江町34

大腸がん （024）521－2056

肺がん

肝臓がん

乳がん

胃がん 〒960-0756

（早期・内視鏡含む） 伊達市北後13-1

肺がん （024）583－2136

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8157

大腸がん 福島市蓬莱町1-13-8

乳がん （024）547－3301

肝臓がん 

肺がん 

その他の癌腫 

（ターミナル期で届出済み）

胃がん 〒960-8611

大腸がん 福島市大町6-11

肺がん （024）526-0300

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8530

（早期・内視鏡含む） 福島市入江町11番

大腸がん 31号

肺がん (024) 534-6101

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

（医）掛田中央内科 0

きらり健康生活協同組合　とやのク

リニック
0

（医）阪内医院 0

黒岩内科医院 4

医療生協わたり病院 196

大山クリニック 0

0

財団法人大原綜合病院 429

綜合病院　福島赤十字病院 359

医療法人社団

爽秋会ふくしま在宅緩和ケアクリ

ニック
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒969-1793

（早期・内視鏡含む） 伊達郡国見町塚野目三本木14

大腸がん （024）585－2121

肺がん

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8056

（早期・内視鏡のみ） 福島市八島田字琵琶渕62-2

前立腺がん （024）529-5565

胃がん 〒960-0111

（早期・内視鏡のみ） 福島市丸子字沢目33-3

（024）554-5841

胃がん

（早期・内視鏡のみ） 〒960-8151

福島市太平寺字過吹14-5

（024）545-3300

胃がん 〒960-8253

（早期・内視鏡のみ） 福島市泉字泉川3-1

（024）558-2577

胃がん 〒960-8102

（早期・内視鏡含む） 福島市北町1-40

大腸がん （024）521-1370

肝臓がん

乳がん

肺がん

前立腺がん

胃がん 〒960-1241

（早期・内視鏡含む） 福島市松川町字桜内7-2

大腸がん （024）567-2661

前立腺がん

胃がん 〒960-8202

（早期・内視鏡のみ） 福島市山口字蕾20

前立腺がん （024）533-3801

胃がん 〒960-8131

（早期・内視鏡含む） 福島市北五老内町3-22

肺がん （024）535-3353

乳がん

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

胃がん 〒960-8133

（早期・内視鏡のみ） 福島市桜木町1-27

大腸がん （024）534-4850

肺がん

胃がん 〒960-8142

（早期・内視鏡のみ） 福島市小倉寺字中田31

（024）523-4155

胃がん 〒960-1102

（早期・内視鏡含む） 福島市永井川字壇の腰10-3

肺がん （024）546-4016

大腸がん

肝臓がん

前立腺がん

公立藤田総合病院 299

やまもり内科 0

岩﨑消化器科内科医院 0

0

0

福島寿光会病院 60

すずきクリニック 0

かんの消化器科外科医院 0

（医）安斎外科胃腸科医院 0

（医）桜樹会　八子医院 0

おぐらじクリニック内科小児科消化

器科
0

南福島クリニック 0

藤原消化器科内科医院

荒井胃腸科内科
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【別紙】７月

がんの種類 連携保険医療機関名
病床数

（病
連絡先

胃がん 〒960-8055

（早期・内視鏡含む） 福島市野田町二丁目4-19

肺がん （024）534-7832

胃がん 〒960-1101

（早期・内視鏡のみ） 福島市大森字柳下16-1

（024）546-3911

胃がん 〒960-8163

（早期・内視鏡のみ） 福島市方木田字辻の内3-5

（024）546-1221

胃がん 〒964-0806

（早期・内視鏡のみ） 二本松市羽石110-6

（0243）22-5512

胃がん 〒969-1101

（早期・内視鏡含む） 本宮市高木字高木19-6

肺がん （0243）34-3311

肝臓がん

乳がん

前立腺がん

大腸がん

胃がん 〒960-0902

（早期・内視鏡のみ） 伊達市月舘町月舘字町36

（024）572-2333

胃がん 〒960-8151

（早期・内視鏡のみ） 福島市太平寺字児子塚36

（024）546-2222

胃がん 〒960-8071

（早期・内視鏡のみ） 福島県福島市東中央三丁目15

（024）533-2121

胃がん 〒969-1900

（早期・内視鏡のみ） 伊達郡桑折町大字谷地字石塚15

（024）581-2202

肝臓がん 〒960-8003

胃がん 福島市森合字台15

（早期・内視鏡のみ） （024）534-6336

大腸がん

胃がん 〒960-8032

（早期・内視鏡のみ） 福島市陣馬町9番23号

前立腺がん （024）533-7787

胃がん 〒960-8107

（早期・内視鏡のみ） 福島市浜田町7-27（024）533-6622

前立腺がん

胃がん 〒976-0042

福島県相馬市中村字塚田28-8

（早期・内視鏡のみ） 0244-35-1500

胃がん 〒975-0001

（早期・内視鏡のみ） 南相馬市原町区大町三丁目97番地

0244-24-2333

前立腺がん 〒960-8003

福島市森合字屋敷下36-1

024-557-1815

胃がん 〒960-0101

大腸がん 福島市瀬上町字幸町8

024-553-5010

医療法人社団青空会

大町病院
104

宍戸医院 0

三河台クリニック 0

あづま脳神経外科病院 168

（医社）敬愛会　福島南循環器

科病院
128

みうら内科クリニック 0

（医）渡辺クリニック 0

（医）せきね医院 0

きくち医院 0

福島西部病院 99

成田内科医院 0

児玉胃腸科内科 0

井上内科クリニック 0

ふなばし内科クリニック 0

大平内科クリニック 0

医療法人

福島腎泌尿器クリニック
0
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胃がん 〒960-8051

（早期・内視鏡含む） 福島市曽根田町3番19号

大腸がん 024-573-1860

肺がん

肝臓がん

前立腺がん

前立腺がん 〒965-0841

会津若松市門田町大字日吉字丑渕11番

0242-38-3711

前立腺がん 〒960-8057

福島市笹木野字小針尻20番地の5

024-536-0063

前立腺がん 〒960-0101

胃がん 福島市瀬上町字四斗蒔1番地の6

肺がん 024-554-5757

大腸がん

前立腺がん 〒960-0112

福島市南矢野目字道下35-10

024-557-1233

前立腺がん 〒960-8036

福島市新町8-4プレスビル1F

024-526-4855

前立腺がん 〒960-8055

福島市野田町6丁目6番13号

024-533-9388

胃がん 〒960-0112

（早期・内視鏡含む） 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5

大腸がん 024-573-9939

肺がん

肝臓がん
乳がん

前立腺がん

前立腺がん 〒960-0102

福島市鎌田字卸町8-2

024-553-1166

前立腺がん 〒960-8055

福島市野田町四丁目2番15号

024-534-1216

前立腺がん 〒960-0634

伊達市保原町大泉字大地内135-2

024-563-7587

前立腺がん 〒975-0013

南相馬市原町区上町3-12-1

0244-23-6610

前立腺がん 〒960-8044

福島市早稲町4番1号Sleep oneビル2階

024-526-0084

前立腺がん 〒963-3602

田村市滝根町神俣字町52

0247-78-2442

前立腺がん 〒960-0729

伊達市梁川町希望ヶ丘24

024-577-7780

前立腺がん 〒960-1301

福島市飯野町字町81

024-562-2026

入澤泌尿器科内科クリニック 0

医療法人

こんの内科クリニック
0

みずの内科クリニック 0

横田泌尿器科 0

医療法人　杏泉堂　本間内科 0

せのうえ健康クリニック 0

まつもと脳神経内科クリニック 0

うめだ腎泌尿器科 0

阿部循環器科・内科クリニック 0

卸町クリニック 0

笠間医院 0

斎藤医院 0

大泉ほんだクリニック 0

医療法人　健眠会　大槻スリープ

クリニック
0

一般社団法人　脳神経疾患研究

所

附属　総合南東北病院

0

医療法人　もり医院 0
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前立腺がん 〒963-8558

郡山市西ノ内二丁目5番20号

024-925-1188

肺がん 〒969-1131

本宮市本宮字南町裡149番地

0243-33-2721

肺がん 〒960-8003

福島市森合字高野1-12

024-555-1881

前立腺がん 〒963-1383

郡山市熱海町熱海5丁目240番地

024-984-0088

前立腺がん 〒960-1101

福島市大森字街道下70-2

024-546-3725

前立腺がん 〒972-8312

いわき市常磐下船尾町古内292-6

0246-43-1200

前立腺がん 〒963-8052

郡山市八山田7丁目161

024-934-5432

前立腺がん 〒963-5493

東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5番地

0247-43-1145

前立腺がん 〒963-8585

郡山市郡山市駅前1丁目1番17号

024-932-6363

胃がん 〒960-8204

（早期・内視鏡含む） 福島市岡部字前田159-1

肺がん 024-534-4856

大腸がん
肺がん 〒960-0195

福島市鎌田字中江33

024-554-2001

肺がん 〒960-0634

伊達市保原町大泉字小作逢15-1

024-574-2522

胃がん 〒960-2261

（早期・内視鏡含む） 福島市町庭坂字小道16-7

024-591-1007

胃がん 〒960-0231

（早期・内視鏡含む） 福島市飯坂町平野堂ノ前11

024-542-2791

胃がん 〒964-0903　

（早期・内視鏡含む） 二本松市根崎２丁目197

0243-22-0682

前立腺がん 〒969-1404

二本松市油井字福岡441-2

0243-24-7122

胃がん 〒960-8068

（早期・内視鏡含む） 福島市太田町17-27　ラシェール追分1階

024-528-7770

0

0

社会医療法人秀公会　あづま脳

神経外科病院附属

ほばらクリニック

本間医院

医療法人桜樹会　岡部クリニック 0

一般財団法人大原綜合病院附

属

大原医療センター

195

一般財団法人太田綜合病院附

属

太田熱海病院

515

一般財団法人太田綜合病院　附

属

太田西ノ内病院

1080

医療法人　慈久会　谷病院 131

森合くにい内科 0

医療法人正勝会

常磐腎ひ尿器クリニック
0

一般社団法人脳神経疾患研究

所附属

南東北医療クリニック

0

公益財団法人湯浅報恩会

寿泉堂綜合病院
305

塙厚生病院 179

岩谷医院 0

ばばクリニック 0

大森中央泌尿器科・内科・外科ク

リニック
0

医療法人　後藤医院 0

小林医院 0
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