ハワイ州推奨医療機関リスト(2021年12⽉27⽇現在)
ID

医療機関名

所在地

住所

JP11001

札幌東徳洲会病院

北海道札幌市

北海道札幌市東区北33条東14丁⽬3-1

JP11002

札幌⻄区ともメンタルクリニック

北海道札幌市

北海道札幌市⻄区⻄町北7丁⽬2-11

JP11004

緑町診療所

北海道千歳市

千歳市緑町１丁⽬３ー３０

JP24007

いずみ野村ファミリークリニック

宮城県仙台市

仙台市泉区野村字桂島東1-5

JP24001

めざきクリニック

宮城県仙台市

宮城県仙台市太⽩区⼋⽊⼭南2丁⽬1-28-1

JP24002

医療法⼈ 七郷クリニック

宮城県仙台市

宮城県仙台市若林区荒井3-25-4

JP24006

紫⼭公園ファミリークリニック

宮城県仙台市

仙台市泉区紫⼭4-20-11

JP24004

仙台空港北クリニック

宮城県名取市

名取市美⽥園⼋丁⽬1番地の8

JP24003

⼀般社団法⼈あかざ 多賀城あかざクリニック

宮城県多賀城市

多賀城市⾼橋2-15-28

JP25003

⼀般社団法⼈あかざ ⼤江町あかざクリニック

⼭形県⻄村⼭郡

⻄村⼭郡⼤江町⼤字左沢字前⽥８７６－２９

JP25001

べにばな内科クリニック

⼭形県⼭形市

⼭形県⼭形市成沢⻄4-11-32

JP26001

しぎはらクリニック

福島県福島市

福島市⼋島⽥字勝⼝37

JP31001

総合守⾕第⼀病院

茨城県守⾕市

守⾕市松前台１－１７

JP32002

てらだファミリークリニック

栃⽊県宇都宮市

宇都宮市雀の宮5-5-1

JP32001

よこやま内科⼩児科クリニック

栃⽊県栃⽊市

栃⽊県栃⽊市箱森町38-70

JP33004

静内科

群⾺県⾼崎市

⾼崎市⼩⼋⽊町799－1

JP33001

本沢医院

群⾺県渋川市

群⾺県渋川市⽯原208-1

JP34002

ふじみの救急クリニック

埼⽟県⼊間郡

埼⽟県⼊間郡三芳町北永井997-5

JP34005

松本医院

埼⽟県川越市

川越市藤間1123番地

JP34008

新⽥駅前内科クリニック

埼⽟県草加市

草加市⾦明町３７１⾵の道ハウス２階C

JP34004

おだやかライフ内科クリニック

埼⽟県越⾕市

越⾕市レイクタウン311 イオンレイクタウンmori２階

JP34003

はせがわクリニック

埼⽟県⼊間市

埼⽟県⼊間市豊岡４丁⽬６－３

JP34001

久喜メディカルクリニック

埼⽟県久喜市

埼⽟県久喜市下早⾒1183-1

JP34006

医療法⼈ひかり会パーク病院

埼⽟県⽩岡市

⽩岡市千駄野1086-1

JP35005

東京ビジネスクリニック ペリエ千葉エキナカ

千葉県千葉市

千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉エキナカ４階

JP35002

⻘い⿃クリニック千葉

千葉県千葉市

千葉県千葉市中央区弁天1-33-2

JP35004

⽇本医科⼤学成⽥空港クリニック

千葉県成⽥市

千葉県成⽥市古込字古込1-1成⽥国際空港

JP35003

かしわ沼南みらいクリニック

千葉県柏市

千葉県柏市⼤津ケ丘１丁⽬４５５

JP35001

⻲⽥メディカルセンター

千葉県鴨川市

千葉県鴨川市東町1344番地

JP35002

⽇本医科⼤学 千葉北総病院

千葉県印⻄市

千葉県印⻄市鎌苅1715

JP36052

JTKクリニック

東京都千代⽥区

千代⽥区麹町4-1-5麹町志村ビル2階

JP36013

クリニックフォア 有楽町

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区有楽町２丁⽬７１ イトシア Ｂ１Ｆ

JP36014

クリニックフォア 飯⽥橋

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区富⼠⾒2-7-1 飯⽥橋プラーノ1F

JP36001

クリニックフォア⼤⼿町

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区⼤⼿町1-2-1 OtemachiOne B1F

JP36025

グローバルヘルスケアクリニック

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区麹町3-12-2 麹町MSビル 1階

JP36055

⽇本医科⼤学呼吸ケアクリニック

東京都千代⽥区

千代⽥区九段南４－７－１５ＪＰＲ市ヶ⾕市ヶ⾕ビル８階

JP36023

⽇⽐⾕クリニック

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館３階

JP36068

杏雲堂病院

東京都千代⽥区

千代⽥区神⽥駿河台１－８

JP36104

東京ビジネスクリニック ⼋重洲北⼝

東京都千代⽥区

千代⽥区丸の内1-8-2 鉄鋼ビル地下1階

JP36098

東京ビジネスクリニックグランスタ丸の内

東京都千代⽥区

千代⽥区丸の内１９１JR東⽇本東京都構内地下⼀階

JP36067

神⽥すこやかクリニック

東京都千代⽥区

千代⽥区神⽥須⽥町１－３０－１

JP36062

神⽥北⼝診療所

東京都千代⽥区

千代⽥区内神⽥三丁⽬20-3 ⼩鍛冶ビル４階

JP36024

辻クリニック

東京都千代⽥区

東京都千代⽥区麹町6-6-1 麹町⻑尾ビル8F

JP36002

⻲⽥京橋クリニック

東京都中央区

東京都中央区京橋3丁⽬1番1号 東京スクエアガーデン4階・6階

JP36026

⽇本橋れいわ内科クリニック

東京都中央区

東京都中央区⽇本橋3-2-15 ザ・レジデンス東京駅前1階

JP36003

聖路加国際病院

東京都中央区

東京都中央区明⽯町9-1

JP36006

Tケアクリニック浜松町

東京都港区

東京都港区浜松町2-13-9-2F

JP36029

アメリカンクリニック東京

東京都港区

東京都港区⾚坂1-7-4 No.1ニイクラビル3階

JP36027

インターナショナル ヘルスケア クリニック

東京都港区

東京都港区新橋2丁⽬10－5末吉ビル3階

JP36015

クリニックフォア 新橋

東京都港区

東京都港区新橋1丁⽬4番5号 ヒューリックG10ビル 9F

JP36007

クリニックフォア⽥町

東京都港区

東京都港区芝浦3-1-32 なぎさテラス4F

JP36075

たまちホームクリニック

東京都港区

港区三⽥3-1-4

JP36088

チームメディカルクリニック

東京都港区

港区⻄新橋1－5－14内幸町1ビル1階

JP36028

トウキョウ メディカル エンド サージカル クリニック

東京都港区

東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル 2階

JP36008

三⽥国際ビルクリニック

東京都港区

東京都港区三⽥1丁⽬4-28 三⽥国際ビル3F

JP36016

品川イーストクリニック

東京都港区

東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟2階

JP36005

芝国際クリニック

東京都港区

東京都港区芝公園2-3-3寺⽥ビル1階

JP36049

表参道ヘレネクリニック

東京都港区

港区南⻘⼭5-7-23 始弘ビル1F-B

JP36004

⻄新橋クリニック

東京都港区

東京都港区⻄新橋2-4-3プロス⻄新橋2階

JP36061

⾚坂おだやかクリニック

東京都港区

港区⾚坂53ー1 ⾚坂Bizタワーアネックス2階

JP36020

クリニックフォア 四ツ⾕

東京都新宿区

東京都新宿区四⾕1-6-1 CO・MO・RE Mall 2F

JP36087

チームメディカルクリニック新宿

東京都新宿区

新宿区歌舞伎町1－30－1 新宿プリンスホテル地下2階

JP36035

ナビタスクリニック新宿

東京都新宿区

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿7階

JP36040

ファイヤークリニック 新宿院

東京都新宿区

新宿区新宿3-9-5 ゴールドビル8階

JP36012

国⽴国際医療研究センター病院

東京都新宿区

東京都新宿区⼾⼭1-21-1

JP36091

新宿ホームクリニック

東京都新宿区

新宿区内藤町１ガーデンクロス新宿御苑1階

JP36082

東京インターナショナルクリニック

東京都港区

港区⾼輪4-18-19

JP36011

東京医科⼤学病院

東京都新宿区

東京都新宿区⻄新宿６-７-１

JP36078

協和医院

東京都台東区

台東区台東4-8-5 T&T御徒町ビル4階

JP36030

浅草橋駅前総合クリニック

東京都台東区

東京都台東区浅草橋1－30－9ヒューリック浅草橋江⼾通５Ｆ

JP36059

南砂町おだやかクリニック

東京都江東区

江東区新砂3431 南砂町ショッピングセンタースナモ４階

JP36047

⼤島駅前クリニック

東京都江東区

江東区⼤島５－１０－１０

JP36031

東陽町南砂みやけ内科

東京都江東区

東京都江東区南砂２－３２－５センタービレッジ南砂２階

JP36066

豊洲⼩児科醫院

東京都江東区

江東区豊洲5-6-29

JP36009

KARADA内科クリニック

東京都品川区

東京都品川区⻄五反⽥1丁⽬2-8

JP36010

ロコクリニック中⽬⿊

東京都⽬⿊区

東京都⽬⿊区東⼭1-6-5

JP36032

⼤森町駅前内科⼩児科クリニック

東京都⼤⽥区

東京都⼤⽥区⼤森⻄3-20-9 1F

JP36018

東邦⼤学⽻⽥空港第３ターミナルクリニック

東京都⼤⽥区

東京都⼤⽥区⽻⽥空港2-6-5

JP36083

かるがもクリニック

東京都世⽥⾕区

世⽥⾕区桜丘２－２５－４

JP36063

恩⽥メディカルプラザ

東京都世⽥⾕区

世⽥⾕区三軒茶屋2-11-20サンタワーズD棟5F

JP36122

KARADA内科クリニック渋⾕

東京都渋⾕区

渋⾕区神南1-23-13 丸⼤ビル6F

JP36033

THE KING CLINIC

東京都渋⾕区

渋⾕区神宮前６丁⽬31-11

JP36089

医療法⼈社団コスモ 千駄ヶ⾕インターナショナルクリニック

東京渋⾕区

渋⾕区千駄ヶ⾕1-20-3 バルビゾン11 203

JP36092

医療法⼈社団創世会 臨床検査科恵⽐寿

東京都渋⾕区

渋⾕区恵⽐寿4丁⽬20番3号恵⽐寿ガーデンプレイスタワー26階

JP36019

医療法⼈社団創友会ヒラハタクリニック

東京都渋⾕区

東京都渋⾕区渋⾕1-24-6 マトリクス・ツービル9F

JP36069

医療法⼈社団良徳会 RCクリニック

東京都渋⾕区

渋⾕区神宮前3丁⽬42-2 VORT外苑前Ⅲ B1

JP36034

新宿内科

東京都渋⾕区

東京都渋⾕区代々⽊2丁⽬9番5号新宿テラス8階

JP36043

⽊島⼩児科内科⽿⿐咽喉科医院

東京都渋⾕区

渋⾕区富ヶ⾕2-21-10-1F

JP36065

神宮外苑 Woman Life Clinic

東京都渋⾕区

渋⾕区神宮前3-39-5 Qiz AOYAMA 2F

JP36124

天沼きたがわ内科

東京都杉並区

杉並区下井草1－32－5 北誠ビル1階

JP36051

たかしま内科クリニック

東京都豊島区

豊島区⻑崎1-2-8 KABURAGIビル1F

JP36144

東池袋⼩児科醫院

東京都豊島区

豊島区東池袋4-5-1ライズシティ池袋地下1階

JP36105

池袋なごみクリニック

東京都豊島区

豊島区南池袋2-27-4⻘柳池袋駅前ビル7階

JP36017

つかさ内科

東京都北区

東京都北区⻄が丘3-17-10

JP36038

すずき内科

東京都板橋区

板橋区蓮根3-9-11-1FA

JP36021

板橋中央総合病院

東京都板橋区

東京都板橋区⼩⾖沢2丁⽬12番地7号

JP36086

新桜台 内科・外科クリニック

東京都練⾺区

練⾺区桜台1-28-8 シースリーモール新桜台2階

JP36045

井上医院

東京都⾜⽴区

⾜⽴区保⽊間1-31-10

JP36072

みやのこどもクリニック

東京都江⼾川区

江⼾川区南葛⻄２－１８－２７

JP36022

のざきはちまん前内科

東京都三鷹市

東京都三鷹市野崎1-22-8 レヴァンティア1F

JP37001

トラベルクリニック新横浜

神奈川県横浜市

神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6 第⼀K・Sビル3F

JP37013

庄司クリニック

神奈川県横浜市

横浜市⾦沢区釜利⾕東２－１６－３２トライアンジュ⽂庫３Ｆ

JP37009

本牧ベイサイドクリニック

神奈川県横浜市

横浜市中区本牧原1-22ムラーラ本牧1階

JP37006

誠友クリニック

神奈川県横浜市

横浜市中区⼭下町224-2パークポイント⼭下町1F

JP37003

ナビタスクリニック川崎

神奈川県川崎市

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎8階

JP36036

ナビタスクリニック⽴川

東京都⽴川市

東京都⽴川市柴崎町3-1-1 エキュート⽴川4階

JP37015

川崎検査クリニック

神奈川県川崎市

川崎市川崎区砂⼦２８１２０５

JP37010

総合川崎臨港病院

神奈川県川崎市

川崎市川崎区中島３－１３－１

JP37002

湘南鎌倉総合病院

神奈川県鎌倉市

神奈川県鎌倉市岡本1370-1

JP41001

こばやし内科クリニック

新潟県新潟市

新潟県新潟市中央区紫⽵⼭６丁⽬２番２６号

JP42001

東岩瀬クリニック

富⼭県富⼭市

富⼭市⾼畠町1-11-11

JP42002

⿂津緑ヶ丘病院

富⼭県⿂津市

⿂津市⼤光寺287

JP43001

⼀般財団法⼈ ⽯川県予防医学協会 予防医学クリニック

⽯川県⾦沢市

⾦沢市神野町東115番地

ウエブサイト

https://www.higashi-tokushukai.or.jp/
https://tomo-clinic.net/
https://midoricho.jp/
https://www.izumi-nomura-fc.com/
https://www.mezacli.com/
http://75clinic.com/
https://murasakiyamapark-clinic.com/
https://gamo.or.jp/
https://www.akaza-mc.com/
https://www.akaza-mc.com/ooe/
http://www.benibana-clinic.com/
http://aki2250.xsrv.jp/
https://moriya.daiichi.or.jp/
http://terada-family-clinic.jp/
https://www.yokoyamaclinic.net/
https://shizukanaika.com/
http://www.honzawaiin.com/
https://koyu-kai.jp/
https://byoinnavi.jp/clinic/36314/
https://huaclinic.com
https://www.odayaka-life.com/
https://hasegawaclinic.net/
https://www.kuki-med.jp/
http://hikarikaigroup.com/
https://www.businessclinic.tokyo/perie-chiba/
https://aoitori.clinic/
https://www.nms.ac.jp/narita/

第2旅客ターミナルビル地下1階

http://mirai-clinic.net/
http://www.kameda.com/ja/general/
https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/
www.jtkclinic.com/
https://www.clinicfor.life/yurakucho/
https://www.clinicfor.life/iidabashi/
https://www.clinicfor.life/otemachi/
https://ghc.tokyo/
https://www.nms.ac.jp/rcc/
https://hibiya-clinic.com/
https://www.kyoundo-hospital.jp/
https://www.businessclinic.tokyo/yaesu-kitaguchi/
https://www.businessclinic.tokyo/
https://www.kanda-sukoyaka.com/
https://kandakita.clinic/
http://www.tsuji-c.jp/
http://www.kameda-kyobashi.com/ja/
https://leiwa.clinic/
http://hospital.luke.ac.jp/
https://www.tcclinic.jp/pc/
https://www.americanclinictokyo.com/japanese/
https://www.ihc-clinic.jp/
https://www.clinicfor.life/shimbashi/
https://www.clinicfor.life/tamachi/
https://www.shoyuukai.jp/tamachi/
https://www.toranomon.team-medical.or.jp/english
https://tmsc.jp/jp/
https://www.mkb-clinic.jp/
https://izavel.com/
http://shibakoku-clinic.com/
https://stemcells.jp/pcr_inspection/
https://www.tramedic.com/
https://www.akasaka-odayaka.com/
https://www.clinicfor.life/yotsuya/
https://www.shinjuku.team-medical.or.jp/
https://www.navitasclinic.jp/
https://www.fire-clinic-pcr.com/
http://travelclinic.ncgm.go.jp/index.html
https://shinjuku-home-clinic.com/
http://www.tokyo-international-clinic.com/
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/
https://kyo-wa.tokyo.jp/
https://asakusabashi-clinic.com/
https://www.minamisuna-odayaka.com/
https://ojima-ekimae.jp/
https://miyake-naika.net/
https://www.toyosu-shounika.com/
https://karada-naika.com/
https://loco-clinic.com/
https://omorimachi.com/
https://www.haneda.toho-u.ac.jp/international/index.html
https://www.karugamo-cl.jp/
https://www.onda.or.jp/
https://karada-naika.com/
http://thekingclinic.com/
http://www.sendagaya-ic.com/
https://mc-ebisu.com/
https://www.hirahata-clinic.or.jp/
https://www.r-cross-jp.com/
https://shinjuku-naika.jp/
www.kijimaclinic.com/
https://www.woman-life-clinic.com/
https://amanuma-naika.jp/
https://takashimanaika.com/
https://www.higashi-ikebukuro-shounika.com/
https://www.ikenago.net/
https://tsukasa-cl.jp/
https://www.szknaika.com/
https://www.ims-itabashi.jp/
https://sakuradai-clinic.jp/
https://www.inoue-iin.net/
https://www.miyano-kids.jp/
https://nozaki-hachimanmae-cl.com/
https://travelclinics.jp/
https://www.shoji-clinic.jp/
http://www.bayside-cl.com/
https://seiyu-clinic.com/
https://www.navitasclinic.jp/
https://www.navitasclinic.jp/
https://pcr.luna-dr.com/
http://rinko.or.jp/
https://www.skgh.jp/
https://kobayashi-naika.clinic/
https://www.higashiiwaseclinic.jp/
http://www.umh.jp/
https://www.yobouigaku.jp/

JP45001

⻯王ファミリークリニック

⼭梨県甲斐市

甲斐市富⽵新⽥１７５７１

JP45002

医療法⼈ ⻄野内科医院

⼭梨県中央市

中央市⼭之神2389-1

JP47001

医療法⼈坦⽔会 操健康クリニック

岐⾩県岐⾩市

岐⾩市薮⽥南１丁⽬４ー２０

JP48001

遠藤クリニック

静岡県富⼠市

静岡県富⼠市神⾕５２７１

JP48002

三上内科⼩児科医院内科

静岡県磐⽥市

磐⽥市鎌⽥865-2

JP49020

しだみ⾼橋クリニック

愛知県名古屋市

名古屋市守⼭区中志段味洞畑２１５０－３

JP49009

医療法⼈ 上前津メディカルクリニック

愛知県名古屋市

名古屋市中区上前津1-6-10

JP49004

医療法⼈尚仁会名古屋ステーションクリニック

愛知県名古屋市中村区

名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング８階

JP49010

医療法⼈渡航メディカルサポート ⾦⼭ファミリークリニック

愛知県名古屋市

名古屋市熱⽥区⾦⼭町1-5-3

JP49016

医療法⼈社団 進興会 ミッドタウンクリニック名駅

愛知県名古屋市

名古屋市中村区名駅1-1-1

JP49011

猪⼦⽯ファミリークリニック

愛知県名古屋市

名古屋市名東区⾹南 １－２１１

JP49002

藤⽥医科⼤学ばんたね病院

愛知県名古屋市

愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-6-10

JP49001

藤⽥医科⼤学岡崎医療センター

愛知県岡崎市

愛知県岡崎市針崎町字五反⽥1番地

JP49012

医療法⼈愛礼会 松前内科医院

愛知県⼀宮市

⼀宮市浅野字紅楳野50番1

JP49007

医療法⼈ 柳雪会 江崎外科内科

愛知県⼩牧市

⼩牧市曙町70

JP49006

医療法⼈H&H ひだかこどもクリニック

愛知県知多郡

知多郡東浦町⼤字緒川字⼤⾨⼀区3－2

JP49003

藤⽥医科⼤学病院

愛知県豊明市

愛知県豊明市沓掛町 ⽥楽ヶ窪1番地98

JP49005

うかい医院

愛知県⽇進市

愛知県⽇進市東⼭4-621-2

JP52001

みやこクリニック

滋賀県⻑浜市

⻑浜市湖北町速⽔2778

JP53002

医療法⼈ 翠⽣会 松本病院

京都府福知⼭市

福知⼭市⼟師宮町２丁⽬１７３番地

JP54012

⼤⼭クリニック

⼤阪府泉北郡

⼤阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-40-28

JP54011

ありずみ消化器内科

⼤阪府⼤阪市

⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江２－４－１－３階

JP54014

うつぼ Garden Clinic

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市⻄区京町堀1-3-13 ⾠⺒ビル1階

JP54018

くぼたこどもクリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市⽣野区勝⼭北2-6-18

JP54010

すぎた内科クリニック

⼤阪市⻄区

⼤阪市⻄区江⼾堀２－６－２５⼟佐堀ビューハイツ１０３

JP54016

ミナミ⼼斎橋クリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市中央区博労町2-6-7-102

JP54008

よどやばしメディカルクリニック

⼤阪市中央区

⼤阪市中央区北浜3-5-20 松栄ビル4F

JP54028

リセリングクリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市北区天満橋1-8-40 帝国ホテルプラザ２階

JP54005

上本町わたなべクリニック

⼤阪市天王寺区

⼤阪市天王寺区上之宮町1-15

JP54024

医療法⼈伯鳳会 ⼤阪中央病院

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市北区梅⽥３丁⽬３番３０号

JP54007

医療法⼈永紘会 ⾜⽴内科クリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪府⼤阪市旭区清⽔3-1-14-3F

JP54020

医療法⼈社団創輝会 感染症検査クリニック⼤阪

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2－13－16 おおきに⻄⼼斎橋Birth Placeビル3階

JP54015

⼤阪トラベルクリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市北区梅⽥1-1-3 ⼤阪駅前第3ビル2階

JP54004

⼤阪本町メディカルクリニック

⼤阪市中央区

⼤阪市中央区安⼟町3-3-5

JP54009

奥野病院

⼤阪市阿倍野区

⼤阪市阿倍野区天王寺町北2丁⽬３１－４

JP54002

梅⽥トラベルクリニック

⼤阪市北区

⼤阪市北区梅⽥1-12-17 梅⽥スクエアビルディング11F

JP54003

⻄梅⽥シティクリニック

⼤阪市北区

⼤阪市北区堂島1丁⽬堂島地下5号

JP54017

野江内代クリニック

⼤阪府⼤阪市

⼤阪市城東区野江4-1-8-101

JP54019

横⽥クリニック

⼤阪府堺市

堺市⻄区浜寺元町111

JP54013

医療法⼈ ⼤植医院

⼤阪府岸和⽥市

⼤阪府岸和⽥市⼤町３－３－４

JP54006

医療法⼈ SKY スカイ整形外科クリニック

⼤阪府茨⽊市

⼤阪府茨⽊市双葉町10－1 茨⽊東阪急ビル1F

JP54026

医療法⼈⻘洲会 なかつか整形外科リハビリクリニック

⼤阪府泉佐野市

泉佐野市鶴原832-1

JP54001

野崎徳洲会病院

⼤阪府⼤東市

⼤東市⾕川2丁⽬10番50号

JP55005

ザ ウェルネス クリニック

兵庫県神⼾市

神⼾市中央区伊藤町110-2 YANAGIDA ビル9F

JP55002

医療法⼈社団柊⾵会 阿部内科医院

兵庫県神⼾市

兵庫県神⼾市須磨区神の⾕７丁⽬１３

JP55003

神⼾国際医療連携クリニック

兵庫県神⼾市

兵庫県神⼾市中央区北野町1 ANAクラウンプラザホテル1階 新神⼾メディカルビレッジ内

JP55001

やまさきファミリークリニック

兵庫県尼崎市

兵庫県尼崎市御園町54番地カーム尼崎3F

JP55010

兵頭内科眼科・ハートクリニック

兵庫県尼崎市

尼崎市塚⼝本町１丁⽬２１－５

JP55009

医療法⼈社団 まごのクリニック

兵庫県尼崎市

尼崎市猪名寺２－５－１９

JP55004

医療法⼈社団清和会 笹⽣病院

兵庫県⻄宮市

兵庫県⻄宮市⼸場町5－37

JP56002

いぬいクリニック

奈良県奈良市

奈良市⽦⽥町 2-1-5

JP56001

医療法⼈⾵天会森医院

奈良県橿原市

奈良県橿原市五条野町２２９４

JP56003

のぞみ診療所

奈良県桜井市

桜井市忍阪39-1

JP57001

⽣⾺医院

和歌⼭県和歌⼭市

和歌⼭市吉⽥436

JP62001

内⽥クリニック 婦⼈科

島根県松江市

松江市浜乃⽊2丁⽬6番13値

JP63002

医療法⼈ 筒井医院

岡⼭県⼩⽥郡

⼩⽥郡⽮掛町⼩⽥5526-7

JP63001

医療法⼈正崇会 ⿊⽥医院

岡⼭県岡⼭市

岡⼭県岡⼭市北区神⽥町２丁⽬８番３５号

JP64004

瀬尾医院

広島県世羅郡

世羅郡世羅町本郷８２５－１

JP64001

⼤村クリニック

広島県広島市

広島市佐伯区新宮苑3-32

JP64003

医療法⼈順典会 ⼿島医院

広島県呉市

呉市本通５－１－２４

JP64005

医療法⼈あわや内科クリニック

広島県廿⽇市市

廿⽇市市佐⽅4－4－13

JP73001

美⾺内科クリニック

徳島県徳島市

徳島市⼤原町千代ヶ丸127-1

JP72001

城北⽿⿐咽喉科

愛媛県松⼭市

松⼭市⽊屋町3-11-4

JP72002

おちクリニック 内科・循環器内科

愛媛県今治市

今治市⾺越町1-2-28

JP74001

潮江⾼橋病院

⾼知県⾼知市

⾼知市⼟居町9番18号

JP81006

医療法⼈森クリニック

福岡県福岡市

福岡市博多区下川端町８－１６

JP81004

医療法⼈海陽会まえだクリニック

福岡県福岡市

福岡市東区⾹椎照葉3-4-5-2F

JP81001

博多ひのきクリニック

福岡県福岡市

福岡県福岡市博多区博多駅南１丁⽬8-34博多駅FRビル7階

JP81005

松尾⼩児科医院

福岡県福岡市

福岡市中央区薬院3-11-8

JP81002

⿇⽣飯塚病院

福岡県飯塚市

福岡県飯塚市芳雄町3-83

JP81003

医療法⼈ たけなかこどもクリニック

福岡県福津市

福津市中央６－２２－３３

JP84001

はがこどもクリニック

熊本県上益城郡

熊本県上益城郡益城町宮園４０８－１

JP84003

ひとよし内科

熊本県⼈吉市

⼈吉市七地町28-1

JP85001

栗林医院

⼤分県⼤分市

⼤分市久原中央１丁⽬７１２

JP86001

いわさき⼩児科

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市神宮東３丁⽬２０６番地２

https://www.ryuoh-family-clinic.com/
http://nishino-naika.com/
https://www.docmisao.jp/
https://www.endo-cl.jp/
https://www.mikamiclinic.com/
https://shidami-takahashi-cl.com/
http://www.kmdc-1.jp/
https://station-clinic.com/
http://kanayamafamily.com/
https://www.midtown-meieki.jp/
https://www.inokoishi-f-c.com/
https://bantane.fujita-hu.ac.jp/
https://okazaki.fujita-hu.ac.jp/
https://www.aireikai.jp/medical/
https://www.esaki-clinic.or.jp/
https://www.hidakakodomo.com/
https://hospital.fujita-hu.ac.jp/
http://www.ukai-iin.com/
https://www.miyakoclinic.net/
http://www.suiseikai-group.org/
https://www.oyamaclinic.com/
https://arizumi-clinic.com/
https://utsubo-garden-clinic.com/
https://www.kubota-kids.com/
https://sugitaclinic.com/
https://osakacl.com/
http://yodoyabashi-medclinic.com/
http://www.ormc.jp/
https://uehonmachi.jp/
www.osaka-centralhp.jp
https://www.adachi-naikaclinic.jp/tecot
https://souki-kai.or.jp/infectious/
https://osakatravelclinic.com/
https://tomohirokai.or.jp/
http://www.okuno.abeno.osaka.jp/
http://www.umedatc.com/
https://nishiumeda.city-clinic.jp/
https://www.mentalcl.com/
https://yokotaclinic.jp/
https://www.ohue.jp/
http://skyclinic.jp/
https://nakatsukaseikeigeka.com/
https://nozaki.tokushukai.or.jp/
https://the-wellness-clinic.jp/
https://abe-naika-iin.com/
https://kicc-medical.jp/
https://yamasaki-family-clinic.com/
http://hyodo-clinic.com/
https://www.magono.com/
https://www.saso.or.jp/
https://inui-urosurgery-clinic.jp/
http://www.futen.or.jp/
https://www.nozomisinryou.com/
https://www.ikomaiin.com/
https://www.uchida-clinic.info/gynecology/
https://tsutsui-iin.jp/
http://www.kuroda-group.or.jp/
https://seo-iin.com/
https://www.omura-clinic.com/
https://www.teshimaclinic.jp/
https://www.awaya-clinic.com/
https://www.mima-naika.com/
http://johoku-ot.com/
https://clinic-ochi.com/
https://takashiokai.jp/
https://www.mlicli.net/
https://www.islandcity-maeda-clinic.com/
https://hinoki-clinic.com/
https://matsuoshonika.com/
https://aih-net.com/
https://takenaka-clinic.jp/
http://www.hagakodomo.com/
http://www.oyakuen-g.or.jp/ksk/hitoyoshi.html
http://www.kuribayashi-iin.com/
https://www.iwasakiclinic.org/

