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県北圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

医療法人　小野医院 小野　和男 内科、循環器科、小児科 福島市飯坂町字東堀切25番地6 024-542-2502

医療法人　くさの
耳鼻咽喉科クリニック

草野　英昭 耳鼻咽喉科、アレルギー科 福島市天神町2-18 024-531-9333

阿部循環器科・内科
クリニック

阿部　之彦
循環器内科、内科、呼吸器内
科、糖尿病内科

福島市南矢野目字上戸ノ内10-5 024-573-9939

大原こどもクリニック 大原　洋一郎
小児科、内科、小児外科、肛
門科

福島市春日町12-32 024-536-9598

医療法人慶愛会　文化
通やぎうちクリニック

栁内　務 精神科、児童精神科 福島市新町3-30 024-522-7733

医療法人回生堂
田島整形外科

田島　健
整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

福島市西中央1-12-2 024-533-6651

本町こころとからだ
クリニック

上野　文彌 精神科、内科 福島市本町5-19 024-521-2292

鈴木　雅夫

橋本　孝太郎

医療法人 志傅会
大武胃腸科外科医院

大武　省三
胃腸内科、外科、循環器内科、肛門
内科、放射線科、リウマチ科、東洋
医学診療科

福島市野田町1-12-80 024-535-8585

まつもと脳神経・内科
クリニック

松本　正人
脳神経外科、内科、神経内
科、外科

福島市南矢野目字道下35-10 024-557-1233

医療法人
安斎外科胃腸科医院

安斎　圭一 胃腸科、内科、外科 福島市北五老内町3-22 024-535-3353

卸町クリニック 安孫子　尚
脳外科、内科、神経内科、外
科、リハビリテーション科 福島市鎌田字卸町8-2 024-553-1166

医療法人雅香会　おぎ
はら泌尿器と腎のクリ
ニック

荻原　雅彦
泌尿器科、内科、腎臓内科、
人工透析

福島市荒町2-12 024-515-3717

みやざき内科循環器科
クリニック

宮崎　吉弘 内科、循環器内科 福島市八木田字中島54-2 024-544-2622

医療法人腎済会
佐久間内科

佐久間　隆 内科 福島市陣場町4-8 024-521-1800

医療法人
西口ハートクリニック

小野　正美 心療内科、内科、精神科 福島市栄町1番1号 024-573-8651

医療法人日優会
さとう日出夫整形外科

佐藤　日出夫
整形外科、リハビリテーショ
ン科

福島市岡部字中条65 024-533-1433

医療法人　イノモト医
院耳鼻咽喉科

猪本　雄一郎 耳鼻咽喉科 福島市瀬上町字四斗蒔24-7 024-553-3185

みずの内科クリニック 水野　兼志
内科、循環器科、呼吸器科、
胃腸科

福島市新町8-4
ブレスビル1F

024-526-4855

蓬莱東内科 橘内　芳一 内科、胃腸科、循環器科 福島市蓬莱町8丁目1番1号 024-548-1212

横田泌尿器科 横田　季世士 泌尿器科 福島市野田町6-6-13 024-533-9388

岩谷医院 岩谷　文夫
循環器内科、内科、心臓血管
外科

福島市太田町17-27
ラシェール追分1F

024-528-7770

西條耳鼻咽喉科医院 西條　博之 耳鼻咽喉科 福島市笹谷字中田5-2 024-558-1344

土屋眼科医院 土屋　牧雄 眼科 福島市北五老内町6番6号 024-534-0151

本多　静香

野口　まゆみ

やまもり内科 山守　伸一 内科、胃腸科 福島市八島田字琵琶渕62-2 024-529-5565

医療法人　佐藤医院 佐藤　幹夫
内科、消化器科、リウマチ
科、アレルギー科

福島市陣場町1-8 024-522-2489

医療法人正悠会　おおもり
内科・循環器科クリニック

渡邊　正之 内科、循環器科 福島市大森字坿79-1 024-544-0577

わたなべクリニック 渡辺　一雄
内科、リウマチ科、アレル
ギー科、消化器科

福島市成川字神崎40-1 024-593-3172

こんの内科クリニック 今野　正巳
内科、消化器科、内科、循環
器内科、呼吸器内科

福島市曽根田町3番19号 024-573-1860

福島中央市民医療生活協同組
合　せのうえ健康クリニック

岸本　祥克
内科、胃腸科、小児科、放射
線科、リハビリテーション科

福島市瀬上町字四斗蒔1番地の6 024-554-5757

とみたキッズ
クリニック

富田　欣昌 小児科 福島市黒岩字北井2番3 024-544-1777

福島県立医科大学附属病院

医療法人社団　爽秋会
ふくしま在宅緩和ケア
クリニック

緩和ケア内科、疼痛緩和内科 福島市郷野目字宝来町21-3 024-544-6987

医療法人
西口クリニック婦人科

婦人科 福島市三河南町10-5 024-525-6388



紺野整形外科 紺野　宣郎 整形外科、リウマチ科 福島市丸子字漆方6-10 024-553-3000

木村内科医院 木村　忍 内科、循環器内科 福島市渡利字七社宮10-1 024-521-0182

のだまち胃と腸の
クリニック

佐藤　利香
内科、消化器科、アレルギー
科

福島市野田町6-2-39 024-563-7872

児玉胃腸科内科 児玉　健夫
胃腸科、内科、呼吸器、循環
器

福島市浜田町7-27 024-533-6622

医療法人社団
鈴木医院

鈴木　信行 内科、小児科、泌尿器科 福島市八木田字神明149-1 024-545-0216

医療法人敬愛会
きくち医院

菊池　流美子 内科、小児科 福島市太平寺字児子塚36 024-546-2222

医療法人裕仁堂
渡利整形外科

持田　裕史
整形外科、リハビリテーショ
ン科

福島市渡利字椚町53-10 024-528-1354

熊谷　郁太郎

熊谷　研

福島中央市民医療生活
協同組合　須川診療所

広川　健

内科、小児科、外科、整形外科、胃
腸科、循環器科、神経内科、呼吸器
科、リハビリテーション科、放射線
科

福島市野田町一丁目12-72 024-531-6311

財団法人　桜ヶ丘病院
附属栄町クリニック

渡部　康 内科、心療内科、神経科
福島市栄町12-10
ひかりビル5F

024-521-3495

市川　文隆

市川　陽子

腎・泌尿器科クリニッ
クさかがみ

坂上　善成 泌尿器、内科 福島市丸子字町頭20-13 024-553-6911

井上整形外科医院 井上　和郎
整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

福島市鳥谷野字梅ノ木内29-3 024-545-0770

いのまた整形外科 猪股　洋一郎 整形外科 福島市笹谷字中谷地13-4 024-555-1854

さくま内科クリニック 佐久間　文隆
内科、呼吸器内科、消化器内
科

福島市山下町4-11 024-525-2700

うめつLS内科
クリニック

梅津　啓孝
内科、循環器内科、糖尿病内
科

福島市松浪町2-31 024-536-5225

奥野胃腸科内科医院 奥野　よしえ 胃腸科、内科、耳鼻咽喉科 福島市瀬上町字寺前7 024-553-2658

ライフナビ脳と痛みと
美容のクリニック

遠藤　剛 脳神経外科 福島市御山字稲荷田52-1 024-533-7771

吉田　典行 外科

森谷　浩史 放射線科

医療法人健眠会
大槻スリープクリニック

大槻　学
内科、呼吸器内科、循環器内科、麻
酔科（ペインクリニック）

福島市早稲町4番1号
sleep　oneビル2F

024-526-0084

渡部　康

宍戸　壽明

郡司　啓文

桜台クリニック 佐藤　百合子 内科 福島市田沢字桜台36-8 024-548-1578

医療法人篤仁会
富士病院

大野　篤志 精神科、内科、歯科 福島市大波字熊野山1 024-588-1011

菅野　隆三

大石　明雄

元木　良和

医療法人　回生堂
しのぶ病院

田島　浩子

内科、呼吸器内科、循環器内
科、消化器内科、腎臓内科、整
形外科、リウマチ科、リハビリ
テーション科、放射線科

福島市大森字高畑31番地の1 024-546-3311

浅野　桂太郎 内科

土屋　敦雄 外科

千葉　勝実 整形外科

小川　智弘 心臓血管外科

社会医療法人福島厚生会
ホリスティカかまた
厚生会クリニック

安田　悟 内科 福島市鎌田字門丈壇4-1 024-552-5315

医療法人
いちかわクリニック

産婦人科、小児科、アレル
ギー科、内科

福島市南矢野目字鼓田6番地の1 024-554-0303

大原医療センター 福島市鎌田字中江33 024-554-2001

医療法人　福島腎泌尿
器クリニック

泌尿器科、内科 福島市森合字屋敷下36-1 024-557-1815

福島第一病院 福島市北沢又字成出16-2 024-557-5111

財団法人桜ヶ丘病院 精神科、心療内科、内科 福島市丸子字上川原28番地の73 024-553-1569

福島赤十字病院 総合病院 福島市入江町11-31 024-534-6101



内海　康文

石橋　敏幸

菅野　浩樹

中川　学

石幡　良一

鈴木　重雄

小山　善久

鹿野　真人

朝熊　英也

佐藤　祐治

遠藤　剛

医療法人
南福島クリニック

東梅　誠太郎
内科、胃腸科、呼吸器科、循
環器科

福島市永井川字壇の腰10の3 024-546-4016

浅利　潤 脳神経外科

仲野　雅幸 脳神経外科

佐藤　光夫 脳神経外科

生沼　雅博 脳神経外科

管野　智之 外科

藤田　康喜 外科

安藤　正樹 心臓血管外科

田地野　崇宏 整形外科

医療法人　恵明会
竹田眼科クリニック

竹田　洋介 眼科 福島市黒岩字素利町20番地1 024-545-8880

医療法人
さいとう医院

斎藤　孝一 内科、消化器科 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8 024-542-3030

アートクリニック
産婦人科

呉竹　昭治 産婦人科
福島市栄町6-1
エスタビル12F

024-523-1132

太平寺整形外科クリ
ニック

整形外科 福島市太平寺字堰ノ上91-3 024-563-3544

医療法人創仁会　東日
本診療所

内科 福島市成川字台28-1 024-545-5801

医療法人　ささや産婦
人科

産婦人科 福島市笹谷字石田5-15 024-557-1115

医療法人　待井循環器
科内科クリニック

待井　一男 循環器科、内科 福島市南中央1-70 024-533-5578

しいの木おうちクリ
ニック

佐藤　志以樹 小児外科、内科、外科、小児科 福島市天神町16-7 024-573-0010

きたむら整形外科クリ
ニック

北村　拓也
整形外科、リハビリテーション
科 福島市泉字大仏20-1 024-557-8811

南福島ひまわりクリ
ニック

伊藤　光宏 心療内科、精神科、内科 福島市黒岩字竹ノ内12-1 024-573-1009

石井クリニック 石井　彌
外科・皮膚科・内科・整形外科・泌
尿器科・肛門外科・麻酔科 福島市上町4-34 024-522-4987

上野寺内科クリニック 高瀬　裕子
内科、呼吸器内科、アレルギー
科、消化器内科

福島市上野寺字西原9-1 024-592-2111

後藤整形外科 後藤　英隆
整形外科、リハビリテーション
科

福島市鎌田字門丈壇10-10 024-554-2626

泉　一郎 脳神経外科

袖長　安積 心臓血管外科

栁沼　信之 消化器内科

浅倉　司 循環器内科

藤田　徹夫 内科

一般財団法人
大原綜合病院

内科、循環器科、呼吸器科、
アレルギー科、リウマチ科、
神経内科、胃腸科、小児科、
外科、整形外科 、脳神経外
科、皮膚科、形成外科、泌尿
器科、産婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、精神科、放射線科、
麻酔科、歯科口腔外科、歯
科、病理診断科

福島市大町6-11 024-526-0300

あづま脳神経外科病院 福島市大森字柳下16番地の１ 024-546-3911

医療生協わたり病院

内科、心療内科、精神科、神経内
科、消化器内科（内視鏡）、循環器
内科、アレルギー科、小児科、外
科、心臓血管外科、婦人科、肛門外
科、放射線科、リハビリテーション
科、麻酔科、緩和ケア内科、消化器
外科（内視鏡）、病理診断科

福島市渡利字中江町34 024-521-2056

一般財団法人
脳疾患研究所附属
南東北福島病院

福島市荒井北三丁目1番地の13 024-593-5100



医療法人社団杏仁会
なかむら外科内科クリ
ニック

中村　泉
外科、内科、大腸・肛門科、
胃腸内科、内視鏡内科、乳腺
外科、甲状腺内科

福島市宮下町15-18 024-535-7518

さとう胃腸科クリニッ
ク

佐藤　忠比古 胃腸科 福島市森合町2-21 024-536-0133

大川レディースクリ
ニック

大川　敏昭 産婦人科 福島市鳥谷野字天神3-11 024-545-8883

渡邉　睦

渡邉　多佳子

きらり健康生活協同組
合　とやのクリニック

山本　喜代志
内科、小児科、整形外科、呼
吸器科、リハビリテーション
科

福島市鳥谷野字宮畑64-1 024-544-1122

（医）いいざか
池田医院

池田　和也
内科、腎臓内科、循環器内
科、在宅医療

福島市飯坂町字若葉町5-1 024-542-4084

手塚クリニック 手塚　徹
内科、外科、消化器内科、肛
門外科

福島市御山字清水尻51番地 024-535-0550

医療法人
村上耳鼻咽喉科医院

村上　正文 耳鼻咽喉科 福島市松木町1-23 024-534-3387

まるべりー耳鼻科 耳鼻咽喉科 福島市太平寺字町ノ内69-1 024-529-6550

八子リウマチ・内科・
整形外科クリニック

八子　徹 内科・リウマチ科 福島市森合字屋敷下36-2 024-558-8585

さとう胃腸科内科 佐藤　匡記 内科、消化器内科 福島市鳥谷野字宮畑93-3 024-545-8668

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

齋藤　公護

齋藤　洋子

医療法人慈栄会　　　　野
田循環器・消化器内科外科
クリニック

野田　芳範
循環器内科、消化器内科、消
化管外科、肛門外科

福島市北谷野目字原田59-5 024-559-1133

医療法人　光仁会
福島クリニック

中村　隆行 内科、泌尿器科、透析 福島市松川町浅川字上幸道7の1 024-597-8611

医療法人ピーチパイ
ながさわ整形外科

長沢　謙次 整形外科 福島市飯坂町平野字原東50-1 024-543-1102

岡こどもクリニック 岡　史仁 小児科 福島市南沢又字上並松23-2 024-557-9920

鈴木　定雄

鈴木　良磨

やざわみほこレディー
スクリニック

矢澤　美穂子 産婦人科 福島市森合字高野1-23 024-573-5881

さかい眼科医院 酒井　正典 眼科 福島市泉字弐斗蒔35-6 024-559-3800

医療法人
武田中央医院

横川　順子 内科･胃腸科･肝臓内科 福島市泉字仲ノ町14-13 024-559-1664

南やのめ皮膚科
クリニック

三浦　貴子 皮膚科 福島市南矢野目上戸ノ内7-7 024-572-5100

ひろやまメンタル
クリニック

廣山　祐治 心療内科、精神科、内科
福島市三河南町1-15
ルネサンスプラザ福島

024-529-7731

きらり健康生活協同組
合　上松川診療所

春日　良之
内科、外科、小児科、胃腸内
科、リハビリテーション科、
歯科、歯科口腔外科

福島市北沢又字番匠田5 024-558-1111

南福島さとう皮ふ科 佐藤　守弘 皮膚科 福島市伏拝字台田20-1 024-544-1266

ふたば皮膚科 鈴木　幹 皮膚科 福島市森合字蒲原18-47 024-573-0343

光が丘クリニック 渡辺　敢仁
外科、内科、リハビリテー
ション科

福島市田沢字木曽内入24-3 024-572-4505

わたなべ内科 渡辺　芳久 循環器内科 福島市北沢又字川寒西9-6 024-555-1171

高野医院
内科消化器内科

高野　真 内科、消化器内科 福島市笹谷字寺町14-3 024-573-9863

堀切眼科 眼科 福島市太田町8-17 024-563-1504

しぎはらクリニック 鴫原　晃 麻酔科、内科、整形外科 福島市八島田字勝口37 024-555-3331

しおや眼科 塩谷　浩 眼科 福島市置賜町5-26 024-521-8710

坂本　信雄

坂本　夏美

むつみ脳神経・耳鼻科
クリニック

耳鼻咽喉科、神経内科、内科 福島市渡利字鳥谷下町38-1 024-526-0873

この花内科クリニック
内科、循環器科内科
消化器内科

福島市郷野目字仲11 024-563-1287

医療法人優晟会
南中央眼科クリニック

眼科 福島市南中央1-67-2 024-536-3421

（医療法人）
すずきクリニック

内科・外科・胃腸科 福島市松川町桜内7-2 024-567-2661



かわかみ整形外科
クリニック

川上　亮一
整形外科、リハビリテーショ
ン科、形成外科

福島市東中央3丁目7-1 024-563-3555

おじま眼科 小島　彰 眼科 福島市渡利字椚町25-1 024-528-0588

くどう内科・
糖尿病クリニック

工藤　明宏
内科、糖尿病内科、
内分泌代謝内科

福島市大森舘ノ内74-1 024-563-1061

医療法人
森小児科医院

森　秀樹 小児科、内科、アレルギー科 二本松市郭内2-341 0243-22-3215

本田レディス
クリニック

本田　岳 産科、婦人科、内科 二本松市本町1ノ229 0243-22-0301

医療法人
安齋内科胃腸科医院

安齋　敏巳 内科胃腸科 二本松市若宮2丁目5-1 0243-22-3001

しんいち内科 佐藤　伸一 内科、循環器内科 二本松市油井字福岡40-1 0243-24-8420

佐久間内科小児科医院 佐久間　秀人 内科、小児科、心療内科 二本松市本町１－237 0243-22-0570

みうら内科クリニック 三浦　憲二 内科、胃腸科、小児科 二本松市羽石110-6 0243-22-5512

さくらクリニック 浅和　定徳 内科、外科 二本松市藤之前53 0243-62-3931

浪江町国保仮設
津島診療所

関根　俊二 外科
二本松市油井字長谷堂230
安達運動場内

0243-24-1431

整形外科・内科・
リウマチ科　小林医院

小林　淳雄 整形外科、内科、リウマチ科 二本松市根崎2丁目197 0243-22-0682

和田医院 和田　敏末
内科、外科、胃腸科、肛門
科、整形外科

二本松市小浜字新町20 0243-55-2303

医療法人
青木整形外科医院

青木　良仁 整形外科 二本松市榎戸一丁目316-1 0243-22-3103

東和クリニック 木住野　耕一
内科、消化器科、循環器科、呼吸器
科、小児科、リハビリテーション科 二本松市針道字蔵下120-1 0243-66-2122

野地眼科医院 野地　達 眼科 二本松市若宮1-183 0243-23-0024

馬場　恵一

馬場　陽子

有壁　譲

六角　裕一

畠山　優一

栁沼　健之

枡記念病院 松岡　久光

外科、消化器内科、消化器外科、整形
外科、形成外科、循環器内科、脳神経
外科、神経内科、泌尿器科、内科、呼
吸器内科、心臓血管外科、こう門科、リ
ハビリテーション科、麻酔科

二本松市住吉100番地 0243-22-3100

しかの眼科 眼科 二本松市油井字福岡158-2 0243-62-2520

医療法人
ダザイ胃腸科内科医院

太宰　厚 内科 二本松市表1-495-1 0243-22-9255

二本松ウイメンズ
クリニック

本田　信也 産婦人科、女性内科、内科 二本松市亀谷1-275-4 0243-24-0322

土川内科小児科 土川　研也
内科、循環器科、胃腸科、小
児科

二本松市槻木250-3 0243-22-6688

東雲堂内科・循環器内
科　クリニック

鈴木　孝雄
内科、循環器科、消化器科、
外科

二本松市岳温泉1-164-2 0243-24-2830

よしだこども
クリニック

吉田　和夫 小児科 本宮市高木字平内67-15 0243-34-6418

医療法人　やなぎほり
皮膚科クリニック

栁堀　浩克 皮膚科、アレルギー科 本宮市高木字平内74番地1 0243-24-1028

医療法人
上遠野内科医院

上遠野　淳 内科、消化器科、小児科 本宮市本宮字荒町54番地 0243-33-5866

医療法人
坂本クリニック

坂本　輝明 内科、胃腸科、小児科 本宮字千代田56-1 0243-34-1188

医療法人
小野寺整形外科医院

小野寺　元
整形外科、リハビリテーショ
ン科

伊達市保原町上保原字寺前2-7 024-575-2001

武田小児科 武田　章臣 小児科、内科 伊達市保原町栄町51 024-575-2439

医療法人秀浩会
池田皮膚科クリニック

池田　秀幸 皮膚科
伊達市保原町上保原字中ノ台4番
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024-574-2525

大山クリニック 大山　仁 内科、消化器科 伊達市北後13-1 024-583-2136

高野　俊夫

小野木　太

ばばクリニック 泌尿器科、耳鼻咽喉科、内科 二本松市油井字福岡441-2 0243-24-7122

二本松病院

内科、胃腸科、神経内科、呼
吸器科、小児科、整形外科、
精神科、放射線科、麻酔科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科

二本松市成田町一丁目553番地 0243-23-1231

医療法人
掛田中央内科

内科、消化器科、循環器科、神
経内科、小児科、リハビリテー
ション科、整形外科

伊達市霊山町掛田字西裏49-1 024-586-1315



阪内　正純 内科、外科、眼科

阪内　保弘
内科、外科、循環器科、呼吸
器科、眼科

阪内　圭子 眼科

大木内科医院 大木　厚 内科、糖尿病内科 伊達市保原町字元町4 024-575-3343

医療法人厚良会　伊達セン
トラルクリニック

森山　厚 内科、胃腸科、外科、肛門科 伊達市保原町字西町189番地1 024-575-3215

医療法人
神岡クリニック

神岡　斗志夫 内科、外科、整形外科 伊達市霊山町掛田字中町11-1 024-586-1318

医療法人
おおこうち眼科

大河内　浩之 眼科 伊達市岡前20-5 024-551-1717

医療法人　桑名医院 桑名　俊光 内科、小児科、消化器科 伊達市片町41 024-583-3024

医療法人　もり医院 森　一弥 内科、消化器科 伊達市梁川町希望ヶ丘24 024-577-7780

おの整形外科
クリニック

小野　勝彦
整形外科、内科、麻酔科、リ
ハビリテーション科

伊達市梁川町字西土橋120 024-527-1055

菊地整形外科 菊地　晃 整形外科 伊達市坂ノ上12 024-583-2633

医療法人　くまだ小児
クリニック

熊田　和夫 小児科 伊達市上台2-1 024-583-5656

村上医院 村上　博史
内科、外科、循環器内科、消
化器内科、皮膚科

伊達郡国見町大字藤田字北11の1 024-585-2152

医療法人　小寺医院 小寺　敏雄
内科、産婦人科、泌尿器科、
皮フ科

伊達郡川俣町字瓦町30番地 024-565-2011

むとうこども
クリニック

武藤　茂生 小児科、アレルギー科 伊達郡川俣町字瓦町31 024-565-2435

鈴木内科医院 鈴木　秀 内科 伊達郡川俣町字新中町21-3 024-565-2688

菊池　一郎

平　敏

医療法人　せきね医院 内科、外科、胃腸科 伊達市月舘町月舘字町36 024-572-2333

だて耳鼻科パオパオ 鈴木　聡明 耳鼻咽喉科 伊達市梨子木町27番地1 024-583-4178

ほばら眼科 眼科 伊達市保原町字宮下17-1 024-573-8433

県中圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

医療法人
おおのこどもクリニック

大野　広衛 小児科、内科 郡山市字賀庄54-1 024-937-3775

桜井産婦人科医院 桜井　秀 産婦人科、婦人科、産科 郡山市虎丸町23-18 024-932-1637

内科・リウマチ科
大口クリニック

大口　義人　　 内科、リウマチ科 郡山市麓山二丁目11-26 024-927-8588

いしだ内科 石田　浩徳
内科、消化器内科、内視鏡内
科、肝臓内科

郡山市緑町1-6 024-922-3648

西田皮膚クリニック 西田　徹 皮膚科 郡山市桑野4-10-11 024-973-5141

すずきクリニック 鈴木　一裕 泌尿器科、内科
郡山市富久山町久保田字伊賀河原
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024-925-0860

中村脳神経外科
クリニック

中村　信之
脳神経外科、神経内科、内
科、リハビリテーション科

郡山市池ノ台7-24　コーセーレジ
デンス101

024-939-3001

医療法人
岡崎産婦人科

岡崎　隆行 産科、婦人科、内科、小児科 郡山市安積2-335 024-945-8080

山本内科医院 山本　純 内科 郡山市本町2-7-15 024-933-1133

さがわ内科消化器科
クリニック

佐川　秀明
内科、消化器内科、肛門外
科、外科

郡山市富田町字逆池下1-41 024-991-1733

医療法人健脳会
さとう脳神経クリニック

佐藤　和栄
内科、外科、脳外科、神経内
科、リハビリ科

郡山市富田町稲川原77 024-990-1770

八木眼科医院 八木　孝陸 眼科 郡山市堤下町9-7 024-922-4970

医療法人
おおた呼吸器クリニック

太田　隆 呼吸器内科、内科 郡山市富田町字上田向13-3 024-991-0515

医療法人　MRC
やぎぬま心療内科

柳沼　正俊 精神科、心療内科 郡山市富田町字下曲田4-1 024-936-7755

医療法人　阪内医院 伊達市梁川町青葉町97 024-577-2222

公立藤田総合病院

内科、腎臓内科、循環器科、精神
科、神経内科、消化器科、小児科、
外科、整形外科、脳神経外科、皮膚
科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳
鼻咽喉科、麻酔科、形成外科、心臓
血管外科、総合診療科、歯科、リハ
ビリテーション科

伊達郡国見町大字塚野目字三本木
14

024-585-2121



浜津眼科 濱津　靖弘 眼科 郡山市横塚1-3-8 024-956-1880

今村ホームクリニック 今村　仁治
内科、循環器科、消化器科、
皮フ科、小児科、婦人科

郡山市緑町4-12 024-922-8999

医療法人主恩会
東部整形外科

張簡　俊義
整形外科、リハビリテーショ
ン科

郡山市字北畑15番地 024-956-1400

青山医院 青山　一郎 内科、消化器科、内視鏡内科 郡山市日和田町字南原2-133 024-958-2925

さとう皮フ科 佐藤　紀夫 皮膚科 郡山市富久山町福原字沼下55-138 024-931-6666

眼科君塚医院 君塚　佳宏 眼科 郡山市御前南1-5 024-962-3355

医療法人　ひろさか内
科クリニック

廣坂　朗 内科、循環器科、消化器科 郡山市富田町字中ノ目41 024-962-0230

医療法人信清会
本町鈴木クリニック

鈴木　信宏
内科、脳神経外科、リハビリ
テーション科

郡山市本町二丁目2-7 024-922-0556

佐藤眼科医院 佐藤　昌保 眼科 郡山市安積町長久保3-15-12 024-947-0221

すずき耳・鼻・のど
クリニック

鈴木　輝久 耳鼻咽喉科、アレルギー科 郡山市富田町字中ノ目42 024-983-8749

大内　久子 婦人科

大内　孝幸 小児科、外科、内科

さかえ内科クリニック 佐藤　栄一
内科、循環器科、消化器科、呼吸器
科、アレルギー科、リハビリテー
ション科、神経内科

郡山市横塚2-15-6 024-941-2202

土屋　繁之

松本　昭憲

医療法人慈繁会付属
田村診療所

土屋　晴夫
内科、整形外科、小児科、皮
膚科、外科

郡山市田村町岩作字穂多礼218 024-955-3128

沼田　吉彦

竹内　賢

松田　岱三

西坂　利行

玉木　重

池田　精宏

遠藤　康二郎

木島　幹博

佐久間　弘子

佐瀬　道郎

清野　義胤

高橋　昌一

平井　香織

片方　直人

丸山　幸夫

今泉　信一郎

壷内　鉄朗

医療法人たかはし内科・眼
科クリニック

高橋　充彦
糖尿病・代謝内科、腎臓内科、内分
泌内科、循環器内科、消化器内科、
呼吸器内科、眼科

郡山市鶴見担一丁目9番13号 024-923-0161

医療法人　たるかわク
リニック

神経内科、内科、呼吸器内科、循環
器内科、リハビリテーション科

郡山市御前南一丁目13番地 024-966-3311

公益財団法人湯浅報恩
会　寿泉堂香久山病院

内科、呼吸器内科、整形外
科、リハビリテーション科

郡山市香久池1丁目18番11号 024-932-6368

うじいえ内科クリニッ
ク

氏家　勇一 内科、循環器内科 郡山市大槻町広町26-7 024-961-7888

あさか耳鼻咽喉科クリ
ニック

鈴木　茂憲 耳鼻咽喉科 郡山市安積3丁目312-3 024-945-2933

公益財団法人
星総合病院　星ヶ丘病
院

精神科、心療内科、内科、リ
ハビリテーション科、歯科

郡山市片平町字北三天7番地 024-952-6411

公益財団法人
星総合病院

内科、消化器内科、循環器内
科、呼吸器内科、神経内科、
整形外科、リウマチ科、耳鼻
いんこう科、気管食道外科、
言語聴覚科、産婦人科、リハ
ビリテーション科、歯科、歯
科口腔外科、小児科、心臓血
管外科、皮膚科、眼科、麻酔
科、緩和ケア内科、外科、乳
腺外科、消化器外科、呼吸器
外科、肛門外科、脳神経外
科、泌尿器科、形成外科、美
容外科、精神科、心療内科

郡山市向河原町159番地1号 024-983-5511

ひさこファミリー
クリニック

郡山市中ノ目一丁目26番地の2 024-952-4415

医療法人慈繁会付属
土屋病院

内科、消化器内科、循環器内科、麻
酔科、リハビリテーション科 郡山市山崎76-1 024-932-5425

医療法人　明信会
今泉眼科病院

眼科、内科 郡山市堂前町20－9 024-922-0665



公益財団法人金森和心
会　針生ヶ丘病院

金森　良
精神科・心療内科・内科・歯
科・歯科口腔外科

郡山市大槻町字天正坦11番地 024-932-0201

医療法人　援腎会
すずきクリニック

鈴木　一裕 泌尿器科、内科 郡山市富久山町久保田字伊賀河原12024-925-0860

医療法人　援腎会
あさか野泌尿器透析
クリニック

新田　浩司 泌尿器科、腎臓内科 郡山市安積町荒井字太夫場加47-5 024-983-1560

うちだ泌尿器・腎クリ
ニック

内田　久志 泌尿器科 郡山市島1-17-6 024-983-5090



郡山医療生活協同組合
桑野協立病院

柿沼　雄二

内科、消化器内科、循環器内科、呼
吸器内科、糖尿病内科、整形外科、
眼科、リハビリテーション科、リウ
マチ科、麻酔科、皮ふ科、ペインク
リニック科、小児科

郡山市島2-9-18 024-933-5422

ししど整形外科
クリニック

宍戸　裕章 整形外科 郡山市小原田3-7-14 024-983-6800

半澤医院 半澤　浩一
麻酔科（ペインクリニック）、内
科、歯科

郡山市湖南町福良字町浦100 024－983－2150

半田整形外科 半田　隼一
整形外科、形成外科、内科
リハビリテーション科

郡山市冨久山町福原鳴伊賀62-1 024-921-6660

医療法人　吉田医院 熊谷　ユキ絵 内科、神経内科 須賀川市上北町96-1 0248-76-2117

太田メディカル
クリニック

太田　昌宏
内科、循環器内科、呼吸器内
科、内分泌代謝内科

須賀川市諏訪町5番地 0248-75-2343

医療法人
須賀川セントラル眼科

武田　悦男 眼科 須賀川市岡東町101番地 0248-72-1777

医療法人　西間木医院 西間木　友衛
内科、リウマチ科、皮膚科、
小児科

須賀川市和田字弥六内356-4 0248-76-3400

大髙内科クリニック 大髙　亮彦
内科、循環器内科、呼吸器内
科、腎臓内科

須賀川市大町403-9 0248-75-1234

須賀川南クリニック 圓谷　幸雄
内科、外科、小児科、皮膚
科、漢方内科

須賀川市広表77-1 0248-94-8135

渡辺内科・胃腸科
クリニック

渡辺　英裕 内科、胃腸科 須賀川市西川字山本13-1 0248-76-5511

医療法人
長沼クリニック

設楽　厚司
内科、小児科、皮膚科、麻酔
科

須賀川市長沼字殿町11-3 0248-67-2930

ブナの木内科診療所 佐藤　馨
内科、消化器科、アレルギー
科、リウマチ・膠原病科

須賀川市矢沢字天神210 0248-66-1550

あづまクリニック 吾妻　耕治 内科、胃腸科、放射線科 須賀川市前川52-1 0248-72-3755

津田　達徳

津田　晃洋

古河　浩

後藤　淳

津田　謙矢

佐藤　晃一

斎藤　有樹

三瓶　光由

大原　正志

吉田　直衛

三浦　純一

大谷　弘

小田　愼一

伊東　藤男

土屋　貴男

武田　明

浅野　裕一朗

春日クリニック 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、
リハビリテーション科 須賀川市東町119-2 0248-75-3551

折笠クリニック 折笠　和栄 内科、胃腸科、小児科 須賀川市東作146-7 0248-72-7065

医療法人　啓正会　国
分内科クリニック

国分　啓二 内科、循環器科、呼吸器科 須賀川市中宿445 0248-73-1155

小林　徳男

小林　芳枝

中央通り
クリニックやない

箭内　宏 泌尿器科、皮膚科、内科 田村市船引町東部台3-108 0247-81-2662

南部　宗男
整形外科、内科、リハビリ
テーション科

公立岩瀬病院

内科（呼吸器科、消化器科、
循環器科、神経科）、総合診
療科、小児科、外科、耳鼻い
んこう科（気管食道科）、リ
ハビリレーション科、放射線
科、リウマチ科、形成外科、
こう門外科、心療内科、精神
科、消化器外科、内視鏡科

須賀川市北町20 0248-75-3111

医療法人
小林医院

産婦人科、耳鼻咽喉科 須賀川市南町30－10 0248-76-1565

医療法人　平心会
須賀川病院

内科、外科、循環器内科、整
形外科、形成外科、心臓血管
外科、呼吸器内科、消化器内
科、麻酔科、肛門外科、小児
科

須賀川市丸田町17 0248-75-2211

医療法人健山会
船引クリニック

田村市船引町船引字砂子田42 0247-82-0137



佐藤　勝男 内科

医療法人崇敬会
清水医院

清水　敬介
外科、整形外科、胃腸科、肛
門科、循環器科

田村市船引町船引字馬場60番地 0247-82-3535

白岩医院
内科、循環器内科、外科、小
児科

田村市常葉町常葉字内町48 0247-77-2036

医療法人
のざわ内科クリニック

野澤　靖美 内科、消化器科、小児科 田村郡三春町貝山字岩田86-2 0247-61-1500

なごみファミリー
クリニック

内科
田村郡三春町大字熊耳字上荒井
199－1

0247-62-2473

医療法人朝陽会
橋本医院

橋本　長吉
内科、小児科、胃腸科、アレ
ルギー科

田村郡小野町大字谷津作字馬場
70-1

0247-72-3711

医療法人佑和会
雷クリニック

雷　毅 内科、消化器内科 田村郡三春町担橋2丁目1-2 0247-62-6333

医療法人峰園会
せんざき医院

先崎　和則
内科、外科、整形外科、皮膚
科、泌尿器科、肛門科

田村郡三春町字大町32　みはる壱
番館1F

0247-61-2777

にほ小児科医院 仁保　幸次 小児科、アレルギー科、内科 岩瀬郡鏡石町鏡沼214 0248-92-3335

鏡石クリニック 和田　知益
内科、消化器内科、人工透析
内科

岩瀬郡鏡石町本町201-3 0248-92-2113

岡ノ内クリニック 安藤　登一
内科、循環器内科、呼吸器内
科、アレルギー科、皮膚科

岩瀬郡鏡石町岡ノ内306 0248-62-1112

医療法人　田中医院 田中　一行 内科、外科、肛門科 岩瀬郡天栄村下松本四十壇9 0248-82-2589

医療法人健昭会
つむらやクリニック

円谷　昭市
整形外科、リハビリテーション科、
外科、リウマチ科、内科 岩瀬郡鏡石町鏡沼189-2 0248-62-1616

大竹眼科 大竹　正人 眼科 石川郡石川町新町44-2 0247-26-4118

角田内科医院
胃・大腸クリニック

角田　仁 内科、消化器科、小児科
石川郡浅川町大字東大畑字新町
10-1

0247-36-2067

県南圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

尾股耳鼻咽喉科医院 尾股　丈夫 耳鼻咽喉科、アレルギー科 白河市立石143-1 0248-23-1333

医療法人小峰会
大髙整形外科

大髙　文典
整形外科、リハビリテーショ
ン科

白河市昭和町5 0248-23-9988

尾股整形外科医院 尾股　定雄
整形外科、リハビリテーショ
ン科

白河市立石123 0248-27-2181

河田眼科医院 河田　博 眼科 白河市大手町6-5 0248-23-2406

医療法人
片倉医院産科婦人科

片倉　義文 産科、婦人科 白河市昭和町1 0248-23-2459

近藤眼科 近藤　佳夫 眼科 白河市大手町4-5 0248-23-2079

医療法人
船久保眼科医院

船久保　博人 眼科 白河市北堀切41-3 0248-24-4100

医療法人　みうら
小児クリニック

三浦　義人 小児科 白河市白坂石阿弥陀17-1 0248-28-1001

明渓醫院 千葉　良文
内科、循環器内科、消化器内科、放
射線科、リハビリテーション科 白河市明戸98-2 0248-27-3060

医療法人育慈会
いわしなクリニック

岩科　弘純
内科、小児科、皮フ科、リハビリ
テーション科、アレルギー科 西白河郡西郷村大字米字西原3-5 0248-48-1234

かねこクリニック 金子　大成
整形外科、内科、脳神経外科 、消
化器内科、糖尿病内科、呼吸器内
科、リハビリテーション科

西白河郡西郷村字道南東11 0248-24-3111

医療法人しのぶ会
きたむら整形外科

北村　忍
整形外科、リハビリテーション科、
リウマチ科リウマチ科、内科 西白河郡矢吹町八幡町261-1 0248-42-5533

医療法人敬友会
あらまちクリニック

大木　行夫 内科、胃腸科、小児科
東白川郡棚倉町大字棚倉字北町
156-2

0247-33-8018

佐川　恵一

菅野　晶夫

山野辺　邦美

齋藤　桂悦

金澤　匡司

中野　路子

胡口　智之

髙野　芳正

会津・南会津圏域

医療法人健山会
船引クリニック

田村市船引町船引字砂子田42 0247-82-0137

福島県厚生農業協同組
合連合会
塙厚生病院

内科、小児科、精神科、外
科、整形外科、産婦人科、泌
尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
皮膚科、神経内科、循環器
科、脳神経外科、形成外科、
肛門科

東白川郡塙町大字塙字大町1-5 0247-43-1145



医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

佐藤内科小児科医院 佐藤　隆 内科、小児科 会津若松市新横町6-26 0242-27-3786

医療法人健心会
えんどうクリニック

遠藤　剛 胃腸科、外科、内科、肛門科 会津若松市一箕町亀賀藤原417-3 0242-33-0700

やまうち整形外科
クリニック

山内　一矢 整形外科 会津若松市東千石1丁目4-7 0242-85-7442

医療法人
クリニック髙谷

髙谷　雄三
精神科、神経科、神経内科、
内科、小児科

会津若松市宮町6-41 0242-27-3680

山口皮ふ科医院 山口　英郎 皮膚科 会津若松市天神町31-5 0242-28-9119

小野木クリニック 小野木　仁
内科、外科、胃腸科、整形外
科

会津若松市材木町二丁目5-20 0242-26-5533

医療法人　黒河内
内科小児科神経科医院

黒河内　彰 心療内科、精神科 会津若松市中町1番16号 0242-26-4963

斎藤医院 斎藤　賢弘
内科、アレルギー科、リウマ
チ科、消化器科

会津若松市住吉町197-1 0242-27-1112

医療法人光仁会
あいづ整形外科リハビリ
テーションクリニック

品田　尚孝
整形外科、リハビリテーショ
ン科、リウマチ科

会津若松市門田町日吉字対馬舘
33-2

0242-28-1205

医療法人
二瓶クリニック

二瓶　忠精 内科、小児科、循環器科 会津若松市真宮新町北1丁目11の1 0242-58-3885

わかまつインターベンション
クリニック

阿部　亘
循環器科、内科、心臓血管外
科

会津若松市一箕町大字亀賀字北柳
原25番地の1

0242-32-1558

医療法人
はせがわ整形外科クリニック

長谷川　壮八
整形外科、リハビリテーショ
ン科

会津若松市北会津町東小松字北古
川50

0242-56-2882

医療法人
クリニック荒木

荒木　富美夫
内科、小児科、外科、小児外
科

会津若松市神指町黒川字湯川東
227

0242-32-9229

医療法人　さいとう内科・
胃腸科クリニック

齋藤　信雄
内科、消化器科、循環器科、
呼吸器科

会津若松市宮町8-50 0242-38-3717

医療法人　長谷川内科
消化器科医院

長谷川　亮 内科、消化器科 会津若松市行仁町3-31 0242-22-7180

会津クリニック 玉木　信 泌尿器科、内科 会津若松市村木町1-4-4 0242-38-1150

医療法人
二瓶眼科医院

清原　尚 眼科 会津若松市七丁目80番50胞 0242-22-1932

林谷内科医院 内沼　幸子 内科 会津若松市栄町7-26 0242-22-0408

医療法人　あらい内科
循環器科クリニック

荒井　一貴
循環器科、内科、呼吸器科、
小児科

会津若松市城西町5番55号 0242-29-1133

医療法人
福田耳鼻咽喉科醫院

福田　正弘
耳鼻咽喉科、小児科、アレル
ギー科

喜多方市字西四ツ谷275 0241-24-4187

あきもと整形外科
クリニック

秋元　登志夫
整形外科、内科、リハビリ
科、リウマチ科

喜多方市字下川原8290-12 0241-21-1515

喜多方市地域・
家庭医療センター

武田　仁
内科、小児科、外科、整形外科、精
神科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科

喜多方市字六枚長4212 0241-24-5320

伊藤　陽一

藤原　聡之

医療法人社団大志会
矢吹医院

矢吹　孝志 内科、胃腸科、小児科 耶麻郡猪苗代町字古城町99-1 0242-62-2169

耳鼻咽喉科
あべクリニック

阿部　弘一 耳鼻咽喉科 南会津郡南会津町永田字風下2-1 0241-62-8733

相双圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

医療法人雄飛会
八巻クリニック

八巻　一浩
整形外科、リハビリテーショ
ン科

相馬市中村一丁目8-9 0244-37-7117

医療法人緑樹会
早川医院

早川　知彦 内科、小児科、消化器科 相馬市中村字泉町9-1 0244-37-3500

桜ヶ丘さいとう
整形外科

齋藤　昭 整形外科 相馬市中村字桜ヶ丘208 0244-35-1333

阿部クリニック 阿部　和裕 内科、消化器科 相馬市中村1丁目14-2 0244-35-2553

医療法人寛和会
浜通りふれあい診療所

金田　京子 内科、小児科、アレルギー科 相馬市沖ノ内一丁目2-10 0244-26-7100

医療法人あらき産婦人
科クリニック

荒木　壯 産婦人科、小児科 相馬市馬場野字山越55 0244-35-0303

おのだ内科クリニック 小野田　昌敏
内科、消化器科、循環器科、
アレルギー科

南相馬市原町区大町1丁目3番地 0244-22-8811

ひぐちクリニック 樋口　利行 内科、消化器科 南相馬市原町日の出町区125-2 0244-25-2622

医療法人　いとう眼科 眼科 喜多方市字江中子4178番地 0241-22-5900



医療法人　マルイ眼科 佐柄　英人 眼科 南相馬市原町区本陣前1-83-3 0244-24-0101

医療法人誠愛会
南相馬中央医院

中林　智之
内科、循環器科、婦人科（2
回/月）

南相馬市原町区橋本町1丁目3番地
の2

0244-24-3355

公益財団法人金森和心会
雲雀ヶ丘病院

熊倉　徹雄 精神科、内科、心療内科 南相馬市原町区上町1-30 0244-23-4166

社団法人　明誠会
小林眼科医院

小林　貴樹 眼科 南相馬市原町区南町1丁目155番地 0244-24-1234

三澤内科ハートクリ
ニック

三澤　幸辰
内科、循環器内科、心臓血管
外科

南相馬市原町区日の出町541-4 0244-25-3511

ほりメンタルクリニッ
ク

堀　有伸 心療内科、精神科、内科
南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内
106

0244-32-0207

しんどうクリニック 新道　譲二 内科、循環器科
南相馬市原町区大木戸字松島318-
14

0244-22-0600

川内村国民
健康保険診療所

佐藤　正憲
内科、歯科、整形外科、眼
科、精神科、心療内科

双葉郡川内村大字下川内字坂シ内
133-5

0240-38-2009

谷川　攻一

宮川　明美

いわき圏域

医療機関名称 連携登録医名 標榜診療科 所在地 電話

織内医院 織内　竜生 内科、胃腸科、循環器科 いわき市常磐関船町迎16 0246-44-1133

島田眼科医院 島田　頼於奈 眼科 いわき市平字菱川町1-2 0246-22-1677

医療法人
かとう内科クリニック

加藤　健
内科、循環器科、消化器科、
呼吸器科

いわき市常磐西郷町岩崎28-1 0246-72-0072

医療法人社団　英希会
遠藤クリニック

遠藤　高 内科、消化器科、放射線科
いわき市平字尼子町1-9
加登屋サンハイツ尼子町1F

0246-35-3533

自由ヶ丘さとう
クリニック眼科

佐藤　広尚 眼科 いわき市自由ヶ丘37-4 0246-28-7070

比佐医院 比佐　哲哉
内科、小児科、皮膚科、消化
器科

いわき市常磐湯本町三函58-1 0246-43-2313

医療法人仁愛会
明治団地さとう医院

佐藤　武志 内科、循環器科 いわき市明治団地85-1 0246-37-0033

もみじ町内科胃腸科
医院

安島　裕之 内科、胃腸科 いわき市平紅葉町38-2 0246-35-1001

たいら六町目内科 大山　栄子 内科 いわき市平六町目1-1 0246-24-1212

医療法人
石井内科クリニック

石井　典夫 内科、消化器科 いわき市中央台鹿島3-35-3 0246-31-0111

医療法人
ひるた内科医院

蛭田　義宗
内科、循環器科、呼吸器科、
消化器科

いわき市内郷綴町川原田128 0246-45-0222

なおハートクリニック 遠藤　邦夫 内科、循環器、呼吸器 いわき市小名浜定西77の1 0246-54-1262

医療法人安盛会
安濃胃腸科内科医院

安濃　周威知
内科、胃腸科、呼吸器科、循
環器科

いわき市平字菱川町7-10 0246-23-6000

長谷川整形外科医院 長谷川　徳男
整形外科、リハビリテーショ
ン科

いわき市平字五色町78 0246-25-5691

いいづか眼科
クリニック

飯塚　基史 眼科 いわき市錦町綾ノ内122 0246-77-2803

おおはらこども
クリニック

大原　信春 小児科 いわき市東田町2-17-1 0246-63-0001

医療法人道済会
みちや内科胃腸科

齋藤　道也
内科、消化器科、循環器科、
呼吸器科

いわき市小名浜住吉字道下33 0246-58-4180

ささき内科クリニック 佐々木　満 呼吸器科、内科 いわき市泉町3-1-2 0246-75-0081

医療保人
水谷消化器科外科医院

水谷　郷一 消化器内科、外科、内科 いわき市郷ヶ丘一丁目15-4 0246-28-7777

医療法人
こやまクリニック

児山　新 内科、消化器科、外科 いわき市平字愛谷町4-5-3 0246-35-0890

洋向台クリニック 上野　博
内科、外科、小児科、呼吸器内科、
循環器内科、胃腸内科、肛門外科、
整形外科

いわき市洋向台4丁目1番2 0246-55-5150

医療法人
いわき婦人科

菅原　延夫 婦人科 いわき市内郷綴町大木下3-2 0246-27-2885

おざかクリニック 小坂　博美 内科、消化器科 いわき市泉町滝尻字下谷地21 0246-56-8777

ゆうクリニック 永井　有
外科一般、消化器外科、消化器内
科、腎臓内科（透析）、乳腺外科 いわき市植田町本町2-5-7 0246-63-1611

医療法人　たねだ内科
クリニック

種田　嘉信 内科、糖尿病科 いわき市内郷御厩町三丁目82-2 0246-45-3303

すみのや
リウマチ整形外科

齊藤　宏一
整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

いわき市小名浜住吉字冠木1 0246-58-1154

ふたば医療センター
附属病院

救急科、内科
双葉郡富岡町大字本岡字王塚817-
1

0240-23-5090



とも内科クリニック 草野　友孝 内科 いわき市郷ヶ丘四丁目18-1 0246-46-3200

中村　雅英

佐藤　司

社団医療法人　容雅会
中村病院

内科、外科、整形外科
いわき市小名浜大原字下小滝146
の2

0246-53-3141



渡辺　良太

川口　洋

吉田　茂樹

新村　浩明

吉田　直人

江尻　友三

くさのファミリー内科
クリニック

草野　昌男
内科、消化器科、呼吸器科、
循環器科、小児科

いわき市平上荒川字長尾41-12 0246-28-1600

医療法人　タカハシ皮
フ科クリニック

皮膚科
いわき市平谷川瀬字三十九町25番
地2

0246-88-1246

かしまレディースクリ
ニック

蛭田　益紀 婦人科 いわき市鹿島町船戸字沼田13-1 0246-58-8577

公益財団法人磐城済世
会　長春館病院

熊巳　一夫
内科、外科、脳神経外科、泌
尿器科、整形外科、神経内科

いわき市平藤間字川前63-2 0246-39-3090

松村　耕三

木内　弘道

馬目　太三

平井　勝也

開沼　康博

熊巳　真澄

医療法人　一幸会
山口医院

山口　一
内科、消化器科、循環器科、
小児科、放射線科

いわき市平字作町3丁目2-9 0246-24-1811

医療法人　光芝会
ヤマノ眼科

山野　智敬 眼科 いわき市中央台鹿島3-35-1 0246-31-0369

せき整形外科クリニッ
ク

関　修弘
整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

いわき市常磐西郷町岩崎17-1 0246-84-9905

おなはま腎・泌尿器科
クリニック

渡邉　良太
内科、泌尿器科、人工透析内
科

いわき市小名浜林城字塚前13-3 0246-84-5011

山形県

米沢市立病院 佐藤　洋一 心臓血管外科 山形県米沢市相生町6番36号 0238-22-2450

(注）一部　連携登録医の希望により、氏名を掲載していない場合がありますので、ご了承願います。

公益財団法人
磐城済世会
松村総合病院

内科、神経内科、外科、整形
外科、脳神経外科、形成外
科、精神科、小児科、皮膚
科、泌尿器科、産科、婦人
科、眼科、耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、放射
線科、呼吸器科、消化器科、
循環器科、麻酔科

いわき市平字小太郎町1番地の１ 0246-23-2161

財団法人　ときわ会
常磐病院

外科、内科、泌尿器科、人工
透析内科、小児科、婦人科、
整形外科、呼吸器内科、リウ
マチ科、放射線科、麻酔科、
腎臓内科、循環器内科、消化
器内科

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57 0246-43-4175


