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    1010,110,7 鈴木医院 〒413-0515 0558(32)0264鈴木　幸男 鈴木　幸男 昭43. 8. 1内   小   診療所
     賀茂郡河津町谷津２９５番地５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,139,6 鳥沢皮膚科医院 〒413-0513 0558(34)0050鳥沢　寛昌 鳥沢　寛昌 昭56. 9.15皮   診療所
     賀茂郡河津町浜字背戸の田１０１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,144,6 つちや眼科 〒413-0411 0557-95-1026土屋　清一 土屋　清一 昭63. 8. 1眼   診療所
     賀茂郡東伊豆町稲取４６８番地の常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,146,1 白津医院 〒415-0152 0558(62)3116白津　文夫 白津　文夫 平元. 7.15内   外   呼  診療所
     賀茂郡南伊豆町湊１５４８ 常　勤:    2 消   現存
     (医       2) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,147,9 池田医院 〒410-3501 0558(55)0010池田　正見 池田　正見 平 2.10. 6内   外   胃  診療所
     賀茂郡西伊豆町宇久須４１７－２ 小   現存
     平29.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,149,5 豊寿園温泉医院 〒413-0302 0557(23)2295向島　達 向島　達 平 3.11.25内   整外 循  診療所
     賀茂郡東伊豆町奈良本１４０５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.11.25
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,157,8 なかむら医院 〒413-0302 0557-23-1088中村　伸之 中村　伸之 平13. 5. 1整外 外   リハ診療所
     賀茂郡東伊豆町奈良本１２４０ー常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ８６ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,160,2 太田整形外科 〒413-0303 0557-22-0017太田　清利 太田　清利 平17. 2. 1整外 内   リウ診療所
     賀茂郡東伊豆町片瀬５７３－５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,161,0 宇野眼科クリニック 〒410-3612 0558-43-3533伊沢　庸之 伊沢　庸之 平23. 7. 1眼   診療所
     賀茂郡松崎町宮内３２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,162,8 佐藤医院 〒413-0513 0558-32-0551佐藤　有規 佐藤　有規 平26.10.25内   外   整外診療所
     賀茂郡河津町浜１８３ー５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10.25
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   11010,163,6 南伊豆町子浦診療所 〒415-0532 0558-67-1010中原　健次郎 中原　健次郎 平27.12. 1内   診療所
     賀茂郡南伊豆町子浦１５５１－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011,016,5 医療法人社団健育会　〒413-0304 0557(23)0843医療法人社団　健育会田所　康之 昭44. 1. 1療養       199病院
     熱川温泉病院 賀茂郡東伊豆町白田４２４番地 常　勤:    8　理事長　竹川　節男 内   外   整外現存
     (医       5) 平29. 1. 1脳外 ひ   神内
     (薬       3) リハ 皮   リウ
     非常勤:   44 他   
     (医      43) 消化器外科、循
     (薬       1) 環器内科、泌尿
     器科（人工透析
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011,017,3 医療法人社団　満寿美〒415-0302 0558(62)0016医療法人社団満寿美会寺内　雅美 昭42. 7. 1内   診療所
     会　渡辺医院 賀茂郡南伊豆町上賀茂３４６ 常　勤:    2　理事長　寺内　雅美 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011,020,7 医療法人　慈愛会　石〒410-3624 0558(42)0078医療法人慈愛会石田医石田　明彦 昭51. 4. 1内   胃   外  診療所
     田医院 賀茂郡松崎町江奈２４３－３ 常　勤:    2院　理事長　石田　明 産婦 小   現存
     (医       2)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011,024,9 医療法人社団健育会西〒410-3514 0558(52)2366医療法人社団健育会　仲田　和正 平元. 7. 1一般        78病院
     伊豆健育会病院 賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２ 常　勤:   10理事長　竹川　節男 内   外   整外現存
     (医      10) 平29. 8. 1ひ   他   呼外
     非常勤:    8 皮   リハ 
     (医       8) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011,027,2 熱川クリニック 〒413-0303 0557-23-0543医療法人　豊友会　理佐藤　元春 平14. 1.21内   小   整外診療所
     賀茂郡東伊豆町片瀬４０２－１ 常　勤:    1事長　佐藤元春 移動 現存
     (医       1) 平26. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011,029,8 飯島医院 〒415-0303 0558(62)4500医療法人社団孝真会　飯島　眞悟 平13. 8. 1内   小   リハ診療所
     賀茂郡南伊豆町下賀茂１９８ 常　勤:    1理事長　飯島　眞悟 組織変更 リウ アレ 皮  現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   18011,030,6 医療法人社団康心会　〒413-0411 0557(95)1151医療法人社団康心会　谷保　直仁 平14. 4. 1一般       160病院
     康心会伊豆東部病院 賀茂郡東伊豆町稲取１７－２ 常　勤:    9理事長　大屋敷　芙志 交代 内   外   整外現存
     (医       9)枝 平26. 4. 1リハ 婦   小  
     非常勤:   13 眼   他   脳内
     (医      13) 脳外 
     循環器内科　消
     化器内科　腎臓
     内科（人工透析
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011,031,4 かわづクリニック 〒413-0512 0558-32-2766医療法人社団　辰巳会鈴木　和重 平16. 1. 1小   内   循  診療所
     賀茂郡河津町笹原３０１ー２ 常　勤:    1　理事長　鈴木　和重 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011,032,2 中江医院 〒410-3611 0558(42)0025医療法人社団　恒愛会中江　順 平16. 2. 1内   小   消  診療所
     賀茂郡松崎町松崎３６７ 常　勤:    1　理事長　中江　順 交代 胃   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011,033,0 かとうクリニック 〒413-0513 0558-34-2717医療法人社団　照光　加藤　訓久 平17. 8. 1外   消   内  診療所
     賀茂郡河津町浜９８ー３ 常　勤:    1理事長　加藤　訓久 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011,035,5 公益社団法人　地域医〒413-0506 0558-36-8606公益社団法人　地域医伊藤　淑子 平24. 8. 1内   小   外  診療所
     療振興協会　上河津診賀茂郡河津町下佐ケ野７１－１ 常　勤:    1療振興協会　理事長　 移動 現存
     療所 (医       1)吉新　通康 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23011,036,3 公益社団法人地域医療〒413-0503 0558-34-1123公益社団法人地域医療小田　和弘 平24. 5. 1一般       140病院
     振興協会　伊豆今井浜賀茂郡河津町見高１７８ 常　勤:   13振興協会　理事長　吉 新規 内   他   外  現存
     病院 (医      13)新　通康 平30. 5. 1整外 小   皮  
     非常勤:   19 婦   眼   耳い
     (医      19) リハ 麻   
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011,037,1 下田メディカルセンタ〒415-0152 0558-62-0005一部事務組合下田メデ原　徳壽 平24. 5. 1内   診療所
     ー附属みなとクリニッ賀茂郡南伊豆町湊６７４ 常　勤:    1ィカルセンター　管理 新規 現存
     ク (医       1)者　下田市長　福井　 平30. 5. 1
     祐輔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25011,039,7 西伊豆町田子診療所 〒410-3515 0558-53-1555静岡県賀茂郡西伊豆町笹井　平 平27. 3. 1内   外   診療所
     賀茂郡西伊豆町田子９４３－２ 常　勤:    1　西伊豆町長　星野　 交代 現存
     (医       1)淨晋 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   26011,040,5 西伊豆町安良里診療所〒410-3502 0558-56-0016静岡県賀茂郡西伊豆町大石　延正 平29. 4. 1内   外   耳い診療所
     賀茂郡西伊豆町安良里３３２－１常　勤:    1　西伊豆町長　星野　 移動 現存
     (医       1)淨晋 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27011,041,3 市之瀬診療所 〒415-0325 0558-63-3670医療法人社団　駿甲会窪田　展裕 平29. 4. 1内   診療所
     賀茂郡南伊豆町市之瀬５０７－７常　勤:    1　理事長　甲賀　美智 新規 現存
     (医       1)子 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28011,042,1 河津浜病院 〒413-0502 0558-35-7321医療法人それいゆ会　樋口　和義 平30. 5. 1精神       190病院
     賀茂郡河津町川津筏場１５１２－常　勤:    2理事長　林　克英 交代 精   現存
     ７ (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29016,014,5 医療法人社団辰五会　〒415-0151 0558(62)1461医療法人社団　辰五会望月　博 昭43.10. 1精神       248病院
     ふれあい南伊豆ホスピ賀茂郡南伊豆町青市８４８ 常　勤:    7　理事長　大屋敷　芙 精   心内 現存
     タル (医       4)志枝 平28.10. 1
     (薬       3)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30020,015,6 荒木内科小児科医院 〒415-0024 0558(22)0522荒木　幹郎 荒木　幹郎 昭40.11. 1一般         5診療所
     下田市４丁目５番２６号 常　勤:    2 内   小   放  現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31020,025,5 横山内科医院 〒415-0001 0558(22)9327横山　茂 横山　茂 昭50. 1. 1内   診療所
     下田市６－３３－５三渓園７３ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平11. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32020,031,3 長田クリニック 〒415-0022 0558(22)2022長田　清彦 長田　清彦 昭60. 1. 9内   皮   放  診療所
     下田市２丁目１－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33020,035,4 小澤眼科医院 〒415-0035 0558(22)5700伊澤　庸之 伊澤　庸之 昭63. 8.21眼   診療所
     下田市東本郷１丁目１５番２１号常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34020,036,2 鈴木クリニック 〒415-0011 0558(22)2562鈴木　久史 鈴木　久史 平 3. 2. 1内   胃   小  診療所
     下田市河内２７７－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   35020,040,4 小川クリニック 〒415-0031 0558-22-3211小川　俊隆 小川　俊隆 平10. 2. 1内   産婦 リハ診療所
     下田市蓮台寺１８０ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36020,046,1 下田ヒフ科クリニック〒415-0035 0558-25-4055中村　勤己 中村　勤巳 平14. 6. 1皮   アレ 診療所
     下田市東本郷２－２－５ヨシムラ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ南側 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37020,052,9 菊池医院 〒415-0021 0558(22)2128菊池　新 菊池　新 平25. 5.16内   小   消  診療所
     下田市１－１８－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38020,053,7 下田精神分析クリニッ〒415-0014 0558-23-3355中野　幹三 中野　幹三 平28.11. 1精   内   診療所
     ク 下田市須崎１７５７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39021,006,4 医療法人社団桑寿会　〒415-0013 0558(22)5001医療法人社団桑寿会　荒井　充 平15. 4. 1療養        40病院
     下田温泉病院 下田市柿崎９９７－２ 常　勤:    2理事長　荒井　充 移動 介護        60現存
     (医       2) 平27. 4. 1内   リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40021,007,2 のぞみ記念　下田循環〒415-0034 0558-23-3113医療法人社団望洋会　花房　雄治 平24. 4. 1一般        15診療所
     器・腎臓クリニック 下田市高馬１４７－１ 常　勤:    1理事長　横山　良望 移動 内   ひ   外  現存
     (医       1) 平30. 4. 1アレ リウ 他  
     非常勤:    7 眼   
     (医       7) 循内、腎内、人
     透内、老内、呼
     内、血内　他３
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41021,008,0 河井医院 〒415-0022 0558(22)0028医療法人社団　倫芳会河井　文健 平11. 1. 1一般        11診療所
     下田市２丁目１３－３ 常　勤:    2　理事長　河井　文健 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       2) 平29. 1. 1放   小   内  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42021,009,8 下田クリニック 〒415-0012 0558-27-2749医療法人社団　心斉会笹木　秀幹 平12. 2.10一般         2診療所
     下田市白浜２６５０ー１ 常　勤:    1　理事長　笹木　秀幹 組織変更 循   心外 内  休止
     (医       1) 平24. 2.10外   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   43021,011,4 臼井医院 〒415-0001 0558(22)1221医療法人　社団　臼井臼井　文男 平15. 1. 1一般         8診療所
     下田市２の３の２７ 常　勤:    2医院　理事長　臼井　 交代 内   小   産婦現存
     (医       2)文男 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44021,013,0 公益社団法人地域医療〒413-0705 0558-28-3111公益社団法人　地域医川﨑　祝 平17. 5.15内   小   外  診療所
     振興協会　いなずさ診下田市箕作字横世ノ米３８５－４常　勤:    1療振興協会　理事長　 新規 リハ 現存
     療所 (医       1)吉新　通康 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45021,014,8 下田眼科クリニック 〒415-0036 0558-25-4146医療法人社団　サーフ鈴木　大 平17. 7. 1眼   診療所
     下田市西本郷１－７－１０ 常　勤:    2サイドメディカルケア 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　鈴木　大 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46021,015,5 佐倉医院 〒415-0027 0558(27)0001医療法人　社団至純会佐倉　志保子 平18. 1. 1内   精   神  診療所
     下田市旧岡方村７１４－７ 常　勤:    1　理事長　佐倉　志保 組織変更 呼   循   現存
     (医       1)子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47021,017,1 しらはまクリニック 〒415-0012 0558-27-3700医療法人社団静岡メデ髙橋　泉 平19.12.15内   整外 他  診療所
     下田市白浜字神明１５２８－２ 常　勤:    1ィカルアライアンス　 新規 現存
     (医       1)理事長　杉原　弘晃 平25.12.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48021,021,3 公益社団法人地域医療〒415-0036 0558(22)2901公益社団法人地域医療細井　昌樹 平24. 5. 1内   診療所
     振興協会　伊豆下田診下田市西本郷１－５－２ 常　勤:    1振興協会　理事長　吉 その他 療養病床
     療所 (医       1)新　通康 平30. 5. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49021,022,1 下田メディカルセンタ〒415-0026 0558-25-2525一部事務組合　下田メ畑田　淳一 平24. 5. 1一般       144病院
     ー 下田市六丁目４－１０ 常　勤:   17ディカルセンター　管 移動 内   外   整外現存
     (医      17)理者　下田市長　福井 平30. 5. 1小   眼   耳い
     非常勤:   41　祐輔 麻   脳外 皮  
     (医      41) 婦   形外 ひ  
     リハ 他   神内
     消化器内科・循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50021,024,7 上の山鎮目クリニック〒415-0013 0558-23-8820医療法人社団研真会　鎮目　研吾 平27. 5. 1脳外 内   神内診療所
     下田市柿崎４３２－１ 常　勤:    1理事長　鎮目　研吾 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     7 頁

   51021,025,4 ひがしなかクリニック〒415-0017 0558-23-2300医療法人社団憂陽会　西川　公詞 平28. 5. 1内   小   診療所
     下田市東中６－３ 常　勤:    1理事長　西川　公詞 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52030,067,5 大和堂医院 〒410-2416 0558(72)0015野田　喜昭 野田　喜昭 昭39. 3. 1内   診療所
     伊豆市修善寺９４７番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53030,098,0 おりた内科小児科 〒419-0114 0559(78)7622折田　勲 折田　勲 昭51. 7.15内   小   診療所
     田方郡函南町仁田３３の９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54030,100,4 中村医院 〒410-2505 0558(83)0396中村　皓一 中村　皓一 昭52. 3.15内   診療所
     伊豆市八幡２９８ノ１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55030,101,2 小山田医院 〒410-2416 0558(72)3125小山田　佳穂 小山田　佳穂 昭52. 7. 1内   小   診療所
     伊豆市修善寺２７７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56030,111,1 紀平クリニック 〒410-2407 0558(72)5521紀平　幸一 紀平　幸一 昭57. 9. 1内   皮   眼  診療所
     伊豆市柏久保５０８－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57030,116,0 大仁医院　西脇内科 〒410-2323 0558(76)3712西脇　和善 西脇　和善 昭59. 6. 1内   胃   小  診療所
     伊豆の国市大仁２７７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58030,120,2 宇野眼科医院 〒419-0122 0559(78)1323宇野　明彦 宇野　明彦 昭60. 7. 1一般         9診療所
     田方郡函南町上沢字井望田１３４常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59030,126,9 函南さくらクリニック〒419-0122 0559(79)1666杉山　達郎 杉山　達郎 平元. 3.15内   胃   循  診療所
     田方郡函南町上沢８０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60030,133,5 矢田レディースクリニ〒410-2302 0558(76)4550矢田　守男 矢田　守男 平 3. 7. 1産   婦   診療所
     ック 伊豆の国市宗光寺９２５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   61030,138,4 岸クリニック 〒410-2123 0559(49)7770岸　久博 岸　久博 平 5. 5. 1内   神内 整外診療所
     伊豆の国市四日町６６４番２ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62030,147,5 山口医院 〒419-0121 0559(78)2011山口　千賀志 山口　千賀志 平 8. 3. 1内   外   脳外診療所
     田方郡函南町大竹１６８番地７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63030,149,1 花の丘診療所 〒410-2132 0559-49-6886三原　純 三原　純 平 8.10.15内   麻   診療所
     伊豆の国市奈古谷１３３４ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64030,151,7 リウトピアクリニック〒419-0112 0559-70-1000比嘉　邦雄 比嘉　邦雄 平11. 1. 1内   リハ リウ診療所
     田方郡函南町柏谷２８３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65030,153,3 蛇ケ橋クリニック 〒419-0125 0559-70-0555鈴木　新司 鈴木　新司 平11.12. 1内   消   診療所
     田方郡函南町肥田３５６ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66030,154,1 佐藤医院 〒410-3303 0558-99-0005佐藤　博史 佐藤　博史 平12. 1. 1内   小   アレ診療所
     伊豆市八木沢７５５ー２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67030,156,6 今野医院 〒410-2505 0558-75-7050今野　哲夫 今野　哲夫 平12. 6.15内   小   診療所
     伊豆市八幡２１３ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68030,157,4 杉本医院 〒410-2114 055-949-2222杉本　忠彦 杉本　忠彦 平26. 4.30循   呼   外  診療所
     伊豆の国市南條１６２９－１ 常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平26. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69030,167,3 ゆりのきクリニック 〒410-2124 055-940-2855齋藤　元良 斎藤　元良 平16. 3.15内   外   心内診療所
     伊豆の国市原木８５０－７ 常　勤:    1 新規 脳外 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70030,169,9 函南耳鼻咽喉科医院 〒419-0122 055-979-3719宇野　比奈子 宇野　比奈子 平17. 7. 1耳い 診療所
     田方郡函南町上沢１３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   71030,170,7 柏谷医院 〒419-0112 055-912-8051三谷　玄悟 三谷　玄悟 平22. 1. 1内   診療所
     田方郡函南町柏谷７３０－１８ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72030,172,3 北伊豆往診クリニック〒419-0101 055-978-5368矢嶋　孝敏 矢嶋　孝敏 平26. 7. 1内   皮   診療所
     田方郡函南町桑原１０３０－１０常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73030,173,1 整形外科　函南クリニ〒419-0122 055-979-6166勝部　定信 勝部　定信 平28. 2. 1整外 リハ 放  診療所
     ック 田方郡函南町上沢１５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74030,174,9 小谷いずみクリニック〒419-0123 055-978-0500小谷　泉 小谷　泉 平28. 9. 1内   他   皮  診療所
     田方郡函南町間宮４６４－１ 常　勤:    1 新規 呼吸器内科、糖現存
     (医       1) 平28. 9. 1尿病内科、アレ
     ルギー疾患内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75031,006,2 伊豆赤十字病院 〒410-2413 0558(72)2148日本赤十字社　社長　志賀　清悟 昭53.10. 1一般        53病院
     伊豆市小立野１００番地 常　勤:    6近衞　忠煇 療養        41現存
     (医       6) 平29.10. 1内   外   整外
     非常勤:   44 小   ひ   婦  
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76031,011,2 伊豆韮山温泉病院 〒410-2121 0559(49)1466医療法人　麗峰会　理水谷　正昭 昭54. 2. 1療養       100病院
     伊豆の国市中條２３４番地 常　勤:    4事長　坪井　修彦 内   整外 皮  現存
     (医       3) 平30. 2. 1リハ 
     (薬       1)
     非常勤:   38
     (医      37)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 0559(48)3111学校法人　順天堂　理三橋　直樹 昭54. 4. 1一般       577病院
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 常　勤:  212事長　小川　秀興 内   精   小  現存
     (医     212) 平30. 4. 1外   整外 形外
     非常勤:   25 脳外 呼外 心外
     (医      25) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   リウ アレ
     リハ 他   
     他１３科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   78031,016,1 医療法人新光会　伊豆〒419-0107 0559(74)0121医療法人新光会（社団三角　幸生 昭54. 5. 1精神 病院
     函南病院 田方郡函南町平井１６９４ 常　勤:    7）　理事長　櫻井　信     精神   267現存
     (医       3)行 平30. 3.19精   神   心内
     (薬       4) 内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79031,017,9 リハビリテーション中〒410-2502 0558(83)3333静岡県厚生農業協同組安田　勝彦 昭54.10. 1一般 病院
     伊豆温泉病院 伊豆市上白岩１０００ 常　勤:   14合連合会　代表理事理     一般   113現存
     (医      12)事長　宮瀬　雅司 平24.10. 1療養
     (薬       2)     療養   172
     非常勤:   28 内   外   整外
     (医      28) リウ リハ 他  
     皮   眼   
     消化器内視鏡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80031,020,3 社会福祉法人　農協共〒410-2507 0558(83)2111社会福祉法人農協共済 前　薫 昭48. 6. 1療養 病院
     (031,020,9) 済　中伊豆リハビリテ伊豆市冷川１５２３－１０８ 常　勤:    6中伊豆リハビリテーシ     療養   140現存
     ーションセンター (医       5)ョンセンタ　理事長　 平30. 6. 1リハ 脳外 内  
     (歯       1)牧　佳史 整外 他   ひ  
     非常勤:   10 歯   
     (医       8) 循環器内科
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81031,023,7 医療法人新光会　伊豆〒419-0107 0559(74)1355医療法人新光会（社団小林　信仁 昭53. 5. 1療養        60病院
     平和病院 田方郡函南町平井字中野１６９０常　勤:    3）　理事長　櫻井　信 介護       109現存
     番１３号 (医       2)行 平29. 5. 1内   神内 皮  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82031,024,5 伊豆保健医療センター〒410-2315 0558(76)0111公益財団法人伊豆保健小野　憲 昭57.10.15一般        97病院
     伊豆の国市田京２７０－１ 常　勤:    8医療センター　理事長 内   呼   外  現存
     (医       8)　小野　登志子 平24.10.15整外 脳外 皮  
     非常勤:   44 ひ   放   
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83031,025,2 医療法人社団慈広会記〒410-2211 0559(47)0511医療法人社団　慈広会伊藤　惠利子 平10.11. 1療養       176病院
     念病院 伊豆の国市長岡７４１－１ 常　勤:    4　理事長　伊藤　惠利 移動 内   リハ 現存
     (医       3)子 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
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   84031,028,6 江間クリニック 〒410-2221 0559(47)1238医療法人社団桜仁会　櫻田　修 昭59. 4. 1内   外   脳外診療所
     伊豆の国市南江間１３０６－１ 常　勤:    1理事長　櫻田　修 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85031,029,4 医療法人社団みどり会〒410-2123 0559(49)1036医療法人社団　みどり佐山　孝 昭54. 2. 1内   外   皮ひ診療所
     韮山医院 伊豆の国市四日町３７７－１ 常　勤:    1会韮山医院　理事長　 ひ   循   休止
     (医       1)佐山　孝 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86031,031,0 医療法人社団志仁会大〒410-2315 0558(76)4187医療法人社団　志仁会佐藤　隆夫 昭60. 3.31耳い 気食 放  診療所
     仁耳鼻咽喉科 伊豆の国市田京２７０－５ 常　勤:    1　理事長　関　伸二 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87031,032,8 医療法人社団真理会　〒419-0124 055-978-1368医療法人社団　真理会平出　源和 平 2. 4.15内   小   外  診療所
     函南平出クリニック 田方郡函南町塚本字元作り９５２常　勤:    4　理事長　平出　源和 他   現存
     －２４ (医       4) 平29. 4.15内視鏡内科、胃
     非常勤:    6 腸内科、大腸・
     (医       6) 肛門内科　ほか
     ２科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88031,033,6 伊豆長岡第一クリニッ〒410-2201 0559(47)2665医療法人社団　若和会嶽山　陽一 昭63. 5.15内   診療所
     ク 伊豆の国市古奈字込和田２０６－常　勤:    2　理事長　若林公平 現存
     ２ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89031,034,4 医療法人社団あんず会〒419-0123 0559(78)8760医療法人社団　あんず浅井　忠亮 昭50. 6.15一般         8診療所
     　浅井外科医院 田方郡函南町間宮７９４－２ 常　勤:    1会　理事長　浅井　忠 外   皮   他  現存
     (医       1)亮 平30. 4. 1胃腸内科・肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90031,035,1 医療法人社団敬寿会　〒410-2315 0558(76)3201医療法人社団敬寿会　坪井　嘉彦 平 4. 8. 1内   診療所
     田京診療所 伊豆の国市田京字馬草田６５９番常　勤:    1理事長　坪井　嘉彦 組織変更 現存
     地の６ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91031,037,7 修善寺クリニック 〒410-2407 0558(72)7272医療法人社団慈仁会　山秋　拓司 平 7. 1. 1内   皮   診療所
     伊豆市柏久保６０９番地 常　勤:    2理事長　山秋　孝子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   92031,038,5 医療法人社団健育会　〒410-3304 0558-99-1234医療法人　社団　健育家弓　武矢 平 7. 6. 1一般        19診療所
     西伊豆健育会病院附属伊豆市小下田１９０９ 常　勤:    5会　理事長　竹川　節 新規 内   ひ   整外現存
     土肥クリニック (医       5)男 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93031,039,3 長岡リハビリテーショ〒410-2211 055(948)0555医療法人社団　一就会松崎　研一郎 平 7. 6. 1療養        54病院
     ン病院 伊豆の国市長岡９４６番地 常　勤:    3　理事長　土居　一丞 組織変更 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1脳神内・消内
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94031,040,1 医療法人社団　すずき〒410-2407 0558(72)0902医療法人　社団　すず鈴木　秀則 平 7. 8. 1内   小   耳い診療所
     耳鼻咽喉科小児科 伊豆市柏久保新町１２７６ 常　勤:    3き耳鼻咽喉科小児科　 組織変更 現存
     (医       3)鈴木　秀則 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95031,041,9 大仁クリニック 〒410-2323 0558(76)2556医療法人社団敬信会　寺門　厚彦 平 8. 9. 1内   外   整外診療所
     伊豆の国市大仁３７２ー１ 常　勤:    1理事長　寺門　厚彦 組織変更 リハ 他   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96031,042,7 医療法人社団浩仁会　〒410-2315 0558-76-5100医療法人社団　浩仁会矢田　浩二 平17.11.28一般        10診療所
     矢田眼科医院 伊豆の国市田京１６５－１ 常　勤:    6　理事長　矢田　浩二 移動 眼   現存
     (医       6) 平29.11.28
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97031,043,5 三島マタニティクリニ〒419-0123 0559(79)0192医療法人社団　ラマー中村　徹 平 9. 2. 1一般        12診療所
     ック 田方郡函南町間宮４５１ 常　勤:    2ズ　理事長　中村　徹 組織変更 内   小   産婦現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98031,045,0 ベビーアンドレディー〒419-0122 0559-78-0022医療法人社団　やまぐ山口　芳史 平11. 1. 1一般         9診療所
     スクリニック山口医院田方郡函南町上沢２９ー１ 常　勤:    1ち　理事長　山口　芳 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)史 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99031,047,6 医療法人社団同仁会　〒410-3211 0558(87)0333医療法人社団　同仁会千代反田　滋 平12. 1. 1療養        40病院
     中島病院 伊豆市松ケ瀬７５ 常　勤:    4　理事長　中島　亮 組織変更 介護        40現存
     (医       3) 平30. 1. 1内   胃   小  
     (薬       1) 外   整外 皮  
     非常勤:   13 耳い ひ   
     (医      13)
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  100031,048,4 医療法人社団　同仁会〒410-2113 0559-49-1321医療法人社団　同仁会中島　恵子 平12. 8. 1小   耳い 診療所
     　伊豆長岡小児クリニ伊豆の国市中８９４－４ 常　勤:    1　理事長　中島　亮 交代 現存
     ック (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101031,049,2 医療法人社団　正仁会〒410-3302 0558-98-0012医療法人社団　正仁会加藤　雅彦 平13. 1. 1内   小   循  診療所
     　加藤内科 伊豆市土肥４４６－２１ 常　勤:    1　理事長　加藤　雅彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102031,050,0 伊豆函南鈴木内科泌尿〒419-0122 0559-70-2450医療法人社団　俊祉会鈴木　俊秀 平13. 4. 1一般         7診療所
     器科クリニック 田方郡函南町上沢６８ー２ 常　勤:    1　理事長　鈴木　俊秀 組織変更 ひ   内   外  現存
     (医       1) 平25. 4. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103031,051,8 杉田整形外科 〒419-0123 0559-70-2511医療法人社団千進会　杉田　進 平14. 2. 1整外 リハ 診療所
     田方郡函南町間宮字上柚木６３７常　勤:    2理事長　杉田　進 組織変更 現存
     ー５ (医       1) 平26. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104031,053,4 村田内科クリニック 〒410-2322 0558-76-8866医療法人社団エムエム村田　大一郎 平15. 8. 1内   診療所
     伊豆の国市吉田３５４－１ 常　勤:    1シー　理事長　村田　 組織変更 現存
     (医       1)大一郎 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105031,054,2 医療法人社団愛慶会　〒410-3304 0558-99-0400医療法人社団　愛慶会大髙　功 平15. 8. 4眼   診療所
     西伊豆眼科クリニック伊豆市小下田１３４２－１ 常　勤:    1　大髙　功 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 4
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106031,056,7 あおきクリニック 〒410-2322 0558-75-0303医療法人社団　エーユ青木　圭司 平16. 8. 1ひ   診療所
     伊豆の国市吉田字九十分１４２－常　勤:    1ーシー　理事長　青木 組織変更 現存
     １ (医       1)　圭司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107031,057,5 高橋クリニック 〒419-0123 055-977-1121医療法人社団　メディ髙橋　健司 平21.12. 1内   外   消  診療所
     田方郡函南町間宮８９５－６ 常　勤:    1カル　スピリッツ　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　髙橋　健司 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  108036,027,3 ＮＴＴ東日本伊豆病院〒419-0107 0559(78)2320東日本電信電話　株式熊崎　智司 昭56. 9.15一般        50病院
     (036,027,9) 田方郡函南町平井７５０番地 常　勤:   22会社　代表取締役　山 精神        46現存
     (医      20)村　雅之 平30. 4. 1療養       100
     (歯       1) 内   呼   消  
     (薬       1) 神内 整外 皮  
     非常勤:   15 歯   精   放  
     (医      15) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109040,072,3 稲葉医院 〒414-0001 0557-48-9035稲葉　 信 稲葉　 信 昭41. 1. 1一般        19診療所
     伊東市宇佐美１６５０ 常　勤:    1 内   小   整外現存
     (医       1) 平28. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110040,087,1 佐藤産婦人科医院 〒414-0005 0557(37)5321佐藤　勝久 佐藤　勝久 昭47. 9. 1一般         4診療所
     伊東市松原湯端町３番１８号 常　勤:    1 内   産婦 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111040,111,9 大川胃腸科外科 〒414-0035 0557(36)9559大川　真澄 大川　真澄 昭55. 8.15消   外   内  診療所
     伊東市南町２－１－１１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112040,124,2 立花胃腸科外科 〒414-0044 0557(45)4811立花　正史 立花　正史 昭61.11.15一般        19診療所
     伊東市川奈１２５５－３３５ 常　勤:    2 内   胃   外  現存
     (医       2) 平28.11.15こう 心内 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113040,125,9 皮フ科小西医院 〒414-0045 0557(36)2155小西　可南 小西　可南 昭62. 9. 1皮   診療所
     伊東市玖須美元和田７１６－６２常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114040,149,9 かとう内科・皮フ科ク〒414-0002 0557-32-2535加藤　正博 加藤　正博 平10. 5.15内   呼   胃  診療所
     リニック 伊東市湯川１ー３ー３ 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115040,154,9 祖父尼皮ふ科 〒414-0044 0557-45-7880祖父尼　哲 祖父尼　哲 平12. 7. 1皮   診療所
     伊東市川奈１２２６ー３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116040,155,6 伊東病院 〒414-0003 0557(37)8892勝俣　文隆 勝俣　文隆 平13.12. 1療養 病院
     伊東市中央町１３－１０ 常　勤:    2 交代     療養    43現存
     (医       2) 平25.12. 1内   胃   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  117040,157,2 まさき耳鼻科医院 〒414-0001 0557-48-1187正木　義男 正木　義男 平14.12.15耳い アレ 診療所
     伊東市宇佐美１９３６－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118040,159,8 藤井クリニック 〒414-0028 0557-35-2000藤井　まゆみ 藤井　まゆみ 平16. 8. 1耳い 内   皮  診療所
     伊東市銀座元町６－１９丸西ビル常　勤:    1 組織変更 神内 現存
     １０１号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119040,164,8 城ヶ崎やまだクリニッ〒413-0232 0557-53-1201山田　康治 山田　康治 平18.11. 1内   外   消  診療所
     ク 伊東市八幡野１１２７－１３０ 常　勤:    1 新規 呼   こう 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120040,165,5 むらかみ小児科クリニ〒414-0034 0557-52-4710村上　吉男 村上　吉男 平19. 7.15小   アレ 診療所
     ック 伊東市瓶山１－９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121040,168,9 遠藤クリニック 〒414-0044 0557-45-7825遠藤　希彦 遠藤　希彦 平20. 6. 1内   外   診療所
     伊東市川奈１１８５－３６０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122040,170,5 ヒルサイド眼科クリニ〒414-0046 0557-35-9029土田　覚 土田　覚 平21.12. 1眼   診療所
     ック 伊東市大原２－３－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123040,171,3 富戸こころのクリニッ〒413-0231 0557-48-7266安藤　治 安藤　治 平26. 8. 1心内 精   診療所
     ク 伊東市富戸３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124040,172,1 佐藤病院 〒414-0013 0557-37-2226佐藤　潤 佐藤　潤 平26.11. 1療養        52病院
     伊東市桜木町１－２－２４ 常　勤:    3 新規 内   整外 外  現存
     (医       2) 平26.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125040,173,9 なかむら内科・消化器〒414-0002 0557-36-5577中村　勝運 中村　勝運 平27. 7. 1内   他   診療所
     内科クリニック 伊東市湯川３－１１－２サンタイ常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126040,175,4 やまもプラザファミリ〒413-0232 0557-53-0707生井　世雄 生井　世雄 平28. 5. 1内   呼内 小  診療所
     ークリニック 伊東市八幡野１１８３　やまもプ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ラザ２階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  127040,176,2 長谷川眼科 〒414-0021 0557-35-0456長谷川　英稔 長谷川　英稔 平28.11. 1眼   診療所
     伊東市松原本町１６－１　ハヤフ常　勤:    1 交代 現存
     ジビル２Ｆ　３Ｆ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128040,177,0 伊東吉田眼科耳鼻科ク〒414-0051 0557-44-6556宇野　佐代子 宇野　佐代子 平29. 6. 1眼   耳い 診療所
     リニック 伊東市吉田５７３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129041,003,7 伊東市立夜間救急医療〒414-0046 0557(37)2510伊東市　伊東市立夜間山本　佳洋 昭50. 6. 1内   小   外  診療所
     センター 伊東市大原１丁目７番１２号 常　勤:    5救急医療センター　伊 現存
     (医       5)東市長　小野　達也 平29. 6. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130041,004,5 伊豆高原ゆうゆうの里〒413-0232 0557-54-9966一般財団法人日本老人川口　実 昭54. 5. 1一般        18診療所
     診療所 伊東市八幡野１０２７番地 常　勤:    1福祉財団　青木　雅人 内   精   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131041,006,0 宇佐美整形外科医院 〒414-0001 0557(47)2737医療法人社団順正会宇武山　憲行 昭53.11. 1整外 診療所
     伊東市宇佐美６１０－１８ 常　勤:    1佐美整形外科医院　理 現存
     (医       1)事長　武山　憲行 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132041,007,8 阿部脳神経外科医院 〒414-0045 0557(36)9113医療法人社団阿部脳神阿部　祐二 平 7. 9. 1脳外 リハ 放  診療所
     伊東市玖須美元和田７２７ー１２常　勤:    1経外科医院　理事長　 移動 現存
     ８ (医       1)阿部　祐二 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133041,008,6 長谷川胃腸科内科医院〒414-0013 0557-36-2851医療法人社団英康会　長谷川　英美 昭58. 5. 8一般        10診療所
     伊東市桜木町１丁目３番１６号 常　勤:    1長谷川胃腸科内科医院 内   胃   外  現存
     (医       1)　理事長　長谷川　英 平29. 6. 1リハ 放   
     美
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134041,009,4 髙野医院 〒414-0053 0557(38)2111医療法人社団　愛和会髙野　俊史 平元.11. 1一般        19診療所
     伊東市荻３９８番３１号 常　勤:    1　髙野　俊史 内   小   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135041,010,2 横山医院 〒414-0024 0557(35)0431医療法人社団望洋会横岡村　律子 平 7. 6.26一般        19診療所
     伊東市和田１ー４ー２０ 常　勤:    2山医院　理事長　横山 移動 内   ひ   外  現存
     (医       2)　良望 平28. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  136041,011,0 はぁとふる内科泌尿器〒414-0044 0557(45)5000医療法人社団弘潤会　肥田　大二郎 昭63. 1.15内   呼   消  診療所
     科川奈 伊東市川奈１２２５ー２３１ 常　勤:    1理事長　肥田　大二郎 小   外   ひ  現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137041,012,8 医療法人社団順青会　〒414-0051 0557(45)5115医療法人社団　順青会青木　榮三郎 平元. 8. 1一般        19診療所
     医療法人社団順青会　伊東市吉田１１６－２ 常　勤:    1　理事長　青木　榮三 内   外   整外現存
     青木クリニック (医       1)郎 平28. 8. 1こう リハ 循  
     呼   消   脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138041,013,6 田島医院 〒414-0001 0557(47)0010医療法人社団回生堂　田島　滋 平 2.10.15一般        12診療所
     伊東市宇佐美１１３７－７ 常　勤:    1田島医院　理事長　田 胃   外   こう現存
     (医       1)島　滋 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139041,015,1 前田医院 〒414-0018 0557(37)4571医療法人　社団　椎ノ前田　栄祐 平 6. 8. 1内   診療所
     伊東市寿町７－４ 常　勤:    1木会　理事長　前田　 組織変更 現存
     (医       1)栄祐 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140041,018,5 深本耳鼻咽喉科クリニ〒414-0026 0557-38-2520医療法人　社団　青静深本　克彦 平 9.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     ック 伊東市竹の台６番１５号 常　勤:    1会　理事長　深本　克 移動 休止
     (医       1)彦 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141041,020,1 医療法人社団一和会　〒414-0017 0557(37)5071医療法人社団　一和会 川　龍一 平 9. 1. 1内   整外 形外診療所
     川医院 伊東市幸町４－１７ 常　勤:    2　理事長　 川　龍一 組織変更 婦   現存
     (医       2) 平30. 1. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142041,021,9 日吉医院 〒414-0002 0557(37)0763医療法人社団　すこや日吉　一夫 平10. 1. 1内   小   皮  診療所
     伊東市湯川１丁目１５番４号 常　勤:    2か　理事長　日吉　一 組織変更 現存
     (医       2)夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143041,022,7 たかやす医院 〒414-0022 0557-32-0362医療法人社団　洛風会高安　隆 平11. 1. 1消   外   内  診療所
     伊東市東松原町１６ー３ 常　勤:    1　理事長　高安　隆 組織変更 こう 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144041,023,5 張脳神経外科クリニッ〒414-0024 0557-32-2539医療法人社団　　優希張　嘉仁 平11. 8. 1内   外   神内診療所
     ク 伊東市和田１ー１２ー２９ 常　勤:    1会　理事長　張　嘉仁 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  145041,024,3 メディカルはば伊豆高〒413-0231 0557-33-1200医療法人社団　いずみ巾　尊宣 平12. 1. 1内   消   循  診療所
     原 伊東市富戸１３１７－４１１７ 常　勤:    1会　理事長　巾　尊宣 組織変更 外   整外 こう現存
     (医       1) 平30. 1. 1眼   リハ 他  
     非常勤:   10 皮   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146041,027,6 伊東市民病院 〒414-0055 0557-37-2626静岡県伊東市　伊東市荒堀　憲二 平25. 3. 1一般       250病院
     伊東市岡１９６－１ 常　勤:   43長　小野　達也 移動 内   他   小  現存
     (医      43) 平25. 3. 1外   整外 脳外
     非常勤:   30 産婦 耳い 眼  
     (医      30) リハ 放   麻  
     皮   ひ   形外
     精   
     循環器内科、消
     化器内科、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147041,029,2 山本医院 〒414-0001 0557-47-5566医療法人　社団　やす山本　佳洋 平13. 8. 1内   胃   小  診療所
     伊東市宇佐美１９８１ー１２ 常　勤:    1らぎ会　理事長　山本 組織変更 現存
     (医       1)　佳洋 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148041,030,0 月出整形外科医院 〒414-0037 0557(35)0109医療法人社団　月出整月出　弼 平14. 4. 1整外 診療所
     伊東市桜が丘２丁目１番８号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)月出　弼 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149041,033,4 伊豆高原メディカルた〒413-0232 0557-55-3322医療法人社団髙伸会　髙栁　伸之 平17. 1. 1整外 麻   リハ診療所
     かやなぎ整形外科 伊東市八幡野１１９１－６ 常　勤:    1理事長　髙栁　伸之 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150041,034,2 はぁとふる内科・泌尿〒413-0232 0557-53-5000医療法人社団弘潤会　井垣　弘康 平17. 8.15一般 診療所
     器科　伊豆高原 伊東市八幡野９４７－６５１ 常　勤:    2理事長　肥田　大二郎 新規     一般    19現存
     (医       2) 平29. 8.15内   外   ひ  
     非常勤:    5 消   呼   小  
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151041,036,7 伊豆高原クリニック 〒413-0232 0557-55-2522医療法人社団　椿寿会福岡　明久 平19. 1. 1内   ひ   診療所
     伊東市八幡野字萩ヶ久保上９８９常　勤:    1　理事長　福岡　明久 組織変更 現存
     －８９　　鎌倉屋ビル　２階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152041,037,5 伊豆のさと診療所 〒414-0001 0557-47-7600医療法人社団　望洋会横山　良望 平19. 2.15内   他   診療所
     伊東市宇佐美中里２４１４ 常　勤:    1　理事長　横山　良望 新規 現存
     (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  153041,038,3 木村整形外科クリニッ〒414-0002 0557-32-0600医療法人社団　ケイ・木村　博光 平19. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 伊東市湯川１－２－１０ 常　勤:    1オルト　理事長　木村 組織変更 現存
     (医       1)　博光 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154041,039,1 なかた整形外科クリニ〒414-0045 0557-44-5252医療法人社団　順志会中田　貴久 平21. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     ック 伊東市玖須美元和田７１６－９２常　勤:    1　理事長　中田　貴久 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155041,040,9 なぎさクリニック 〒414-0002 0557-36-0322医療法人社団香青会　青木　香里 平23.12. 1精   心内 診療所
     伊東市湯川１－８－１１　村上ビ常　勤:    1理事長　青木　香里 組織変更 現存
     ル４階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156041,041,7 医療法人社団　慈宏会〒413-0231 0557-51-2001医療法人社団慈宏会　真崎　友宏 平24. 9. 1整外 内   リハ診療所
     　伊豆まさき整形外科伊東市富戸１３０１番地の４１ 常　勤:    1理事長　真崎　友宏 新規 リウ こう 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157041,042,5 上山レディースクリニ〒414-0051 0557-45-8103医療法人社団聖和会　上山　和也 平27. 2. 1一般         7診療所
     ック 伊東市吉田５７３－３ 常　勤:    2理事長　上山　卓也 新規 産婦 内   小  現存
     (医       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158041,044,1 伊東つくしクリニック〒414-0002 0557-38-1294医療法人社団方円会　中野　博之 平29.10. 1精   心内 診療所
     伊東市湯川１－１４－１３　湯の常　勤:    1理事長　中野　博之 組織変更 現存
     花天満ビル２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159041,045,8 メディカル　はば　法〒413-0231 0557-51-7855医療法人社団いずみ会篠原　義賢 平30. 1. 1内   外   整外診療所
     華塚 伊東市富戸字法華塚１０３４－５常　勤:    1　理事長　巾　尊宣 新規 脳外 神内 他  現存
     (医       1) 平30. 1. 1消化器外科、消
     非常勤:    1 化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160050,067,0 谷口外科医院 〒413-0016 0557(82)6101谷口　恒義 谷口　恒義 昭48. 3. 1内   胃   外  診療所
     熱海市水口町１０番８号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161050,099,3 のざき整形外科医院 〒413-0024 0557(81)1171野崎　晃一 野崎　晃一 平元.12. 1整外 診療所
     熱海市和田町２－４松の木プラザ常　勤:    1 現存
     ビル (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  162050,104,1 小澤医院 〒413-0021 0557(81)5757鈴木　秀明 鈴木　秀明 平 8. 1.15内   呼   消  診療所
     熱海市清水町１ー１５ 常　勤:    1 移動 循   現存
     (医       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163050,105,8 魚住内科医院 〒413-0101 0557-68-5201魚住　敏 魚住　敏 平 4. 5. 1内   小   診療所
     熱海市上多賀１９１番地１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164050,106,6 三國眼科 〒413-0011 0557(83)0102三國　郁夫 三國　郁夫 平 4. 8. 1眼   診療所
     熱海市田原本町９－１　熱海第一常　勤:    1 現存
     ビル (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165050,109,0 渡辺耳鼻咽喉科・アレ〒413-0011 0557-81-6396渡辺修一 渡辺　修一 平14.10. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科クリニック 熱海市田原本町９ー１熱海第１ビ常　勤:    1 移動 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166050,116,5 風の丘クリニック 〒413-0102 0557-68-6000井上　直巳 井上　直巳 平15. 3. 1内   胃   循  診療所
     熱海市下多賀１４６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167050,120,7 すやま眼科 〒413-0021 0557-86-0333陶山　秀夫 陶山　秀夫 平21. 4. 1眼   診療所
     熱海市清水町１－１６　鈴木ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168050,122,3 あたみ駅前内科医院 〒413-0011 0557-48-6775下田　圭一 下田　圭一 平22. 7. 1内   他   診療所
     熱海市田原本町９－１　第一ビル常　勤:    1 新規 現存
     　４階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169050,123,1 三田村医院 〒413-0103 0557(68)0143三田村　宏 三田村　宏 平23. 9. 1内   小   他  診療所
     熱海市網代４４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170050,124,9 福地医院 〒413-0013 0557(81)2825福地　裕子 福地　裕子 平23.10. 1一般         1診療所
     熱海市銀座町１４番２４号 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171050,126,4 熱海よしやまクリニッ〒413-0011 0557-85-7300吉山　直樹 吉山　直樹 平25. 1. 1内   心内 精  診療所
     ク 熱海市田原本町９－１　第一ビル常　勤:    1 新規 神内 現存
     ６Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172050,128,0 さくら医院 〒413-0021 0557-52-3021安達　昌子 安達　昌子 平29. 4. 1内   他   診療所
     熱海市清水町１７－１１ 常　勤:    1 新規 腫瘍内科、疼痛現存
     (医       1) 平29. 4. 1緩和内科
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  173051,009,1 熱海市初島診療所 〒413-0004 0557-67-1423熱海市長　齊藤　栄 谷口　恒義 平16. 4. 1内   胃   外  診療所
     熱海市初島字宮ノ前２１７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174051,014,1 鈴木医院 〒413-0021 0557(81)2632医療法人社団萌丹会　鈴木　雄一朗 昭51. 5. 1内   診療所
     熱海市清水町２５番２２号 常　勤:    1鈴木医院　理事長　鈴 現存
     (医       1)木　雄一郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175051,015,8 服部医院 〒413-0103 0557-68-0050医療法人社団　紀真会服部　真紀 平20. 7. 1整外 内   リウ診療所
     熱海市網代４６２番地の８ 常　勤:    2　理事長　服部　真紀 移動 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176051,017,4 内田耳鼻咽喉科 〒413-0018 0557(81)3313医療法人社団　内田会内田　實 昭63. 4.15耳い 気食 診療所
     熱海市上宿町４－１内田ビル　３常　勤:    1　理事長　内田　實 現存
     Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177051,018,2 医療法人社団伊豆七海〒413-0022 0557(82)3000医療法人社団伊豆七海金井　洋 平21.10. 1一般       144病院
     会　熱海所記念病院 熱海市昭和町２０－２０ 常　勤:   10会　熱海所記念病院　 移動 内   他   呼内現存
     (医      10)理事長　中村　隆俊 平27.10. 1神内 小   外  
     非常勤:   93 呼外 整外 脳外
     (医      93) 皮   ひ   リハ
     麻   婦   
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科、他４科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178051,020,8 安井医院 〒413-0022 0557(81)0501医療法人社団仁志会　安井　洋 昭61.12.20一般        15診療所
     熱海市昭和町１５番１６号 常　勤:    1安井医院　理事長　安 産婦 放   小  現存
     (医       1)井　洋 平29. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179051,021,6 医療法人社団ちとせ会〒413-0001 0465(63)5881医療法人社団ちとせ会北谷　知己 平 7. 4. 1療養        89病院
     　熱海ちとせ病院 熱海市泉１７－１ 常　勤:    3　理事長　新谷　幸義 組織変更 内   リハ 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180051,022,4 医療法人社団　相磯ク〒413-0102 0557-68-4836医療法人社団　相磯ク相磯　研一 平 8. 4. 1内   耳い アレ診療所
     リニック 熱海市下多賀５１７番４号 常　勤:    2リニック　理事長　相 組織変更 呼   現存
     (医       2)磯　研一 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  181051,023,2 梅園ヘルスケアクリニ〒413-0032 0557-84-0471医療法人社団　慈生会太田　正保 平11. 8. 5内   小   麻  診療所
     ック 熱海市梅園町１５ー１２ 常　勤:    1　理事長　太田　正保 組織変更 リハ 消   現存
     (医       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182051,025,7 医療法人社団陽光会　〒413-0102 0557(68)2218医療法人社団　陽光会鈴木　卓 平17. 5. 1一般        20病院
     南あたみ第一病院 熱海市下多賀４７７ 常　勤:    6　大坪　由里子 移動 療養        90現存
     (医       4) 平29. 5. 1外   整外 胃  
     (薬       2) 心内 ひ   リハ
     非常勤:   20 内   他   
     (医      18)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183051,026,5 国際医療福祉大学熱海〒413-0012 0557(81)9171学校法人国際医療福祉佐藤　哲夫 平14. 7. 1一般       234病院
     (051,006,3) 病院 熱海市東海岸町１３－１ 常　勤:   82大学　理事長　高木　 交代 一般（感染） 現存
     (医      77)邦格 平26. 7. 1             4
     (歯       2) 療養        31
     (薬       3) 内   神内 他  
     非常勤:   64 外   呼外 ひ  
     (医      60) 形外 脳外 整外
     (歯       2) リハ 産婦 眼  
     (薬       2) 耳い 皮   小  
     放   麻   精  
     歯外 
     呼内、消内、循
     内、糖尿内、腎
     内、漢内、他８
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184051,027,3 熱海ゆとりあの郷診療〒413-0038 0557-81-5215社会福祉法人　黎明会徳永　健吾 平15. 4. 1一般        19診療所
     (051,004,8) 所 熱海市西熱海町１－２４－１ 常　勤:    1　理事長　佐々木　典 交代 内   歯   現存
     (医       1)夫 平27. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      10)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185051,029,9 医療法人社団慈生会　〒413-0019 0557-82-7628医療法人社団　慈生会田中　英穂 平18. 1. 1内   外   診療所
     ライフケア診療所 熱海市咲見町６番地５号 常　勤:    3　理事長　太田　正保 交代 現存
     (医       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186051,031,5 公益財団法人　復康会〒413-0011 0557-83-7707公益財団法人　復康会野田　寿恵 平20. 5. 1精   心内 診療所
     　あたみ中央クリニッ熱海市田原本町９－１　熱海第一常　勤:    2　理事長　石田　多嘉 新規 現存
     ク ビル (医       2)子 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  187051,032,3 河西クリニック 〒413-0019 0557-83-7830医療法人社団　恵仁会河西　研一 平29. 3. 1内   他   アレ診療所
     熱海市咲見町１－１３　Ａ・Ｉビ常　勤:    2　理事長　河西　研一 移動 整外 ひ   リウ現存
     ル１０１号室 (医       2) 平29. 3. 1循環器内科、呼
     非常勤:    6 吸器内科、肝臓
     (医       6) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188051,033,1 医療法人社団美翔会　〒413-0011 0120-606-228医療法人社団美翔会　小林　美幸 平25. 4. 1皮   診療所
     ブレッツァ聖心美容ク熱海市田原本町４－１６　伊東園常　勤:    1理事長　鎌倉　達郎 新規 現存
     リニック ホテル熱海館　１階 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189051,034,9 医療法人社団　栄友会〒413-0021 0557-86-0930医療法人社団栄友会　岩井　利之 平26. 4. 1内   他   整外診療所
     　熱海ゆずクリニック熱海市清水町１４－２　北川ビル常　勤:    2理事長　渋谷　崇裕 新規 老年内科・循環現存
     １階 (医       2) 平26. 4. 1器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190051,035,6 多田医院 〒413-0015 0557-81-2720医療法人社団聖英会　渡辺　英二 平27. 1. 1外   内   他  診療所
     熱海市中央町１５－１ 常　勤:    1理事長　渡辺　英二 組織変更 ひ   放   現存
     (医       1) 平27. 1. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191051,036,4 なでしこクリニックあ〒413-0022 0557-85-5500医療法人社団志誠会　加藤　祐二 平27. 4. 1内   他   精  診療所
     たみ 熱海市昭和町７－１５　Ｆビル　常　勤:    1理事長　加藤　祐二 組織変更 心内 現存
     ３階・４階 (医       1) 平27. 4. 1老年内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192051,037,2 医療法人社団南愛会熱〒413-0002 0557-88-0033医療法人社団南愛会　平田　尚志 平27. 9. 1内   眼   診療所
     海内科・眼科 熱海市伊豆山字七尾原１１７３－常　勤:    1理事長　田中　春 新規 休止
     １７５ (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193051,038,0 医療法人社団　伊豆七〒413-0033 0557-48-7404医療法人社団伊豆七海鈴木　和浩 平28. 4. 1一般        40病院
     海会　熱海　海の見え熱海市熱海字上ノ山１８４３－１常　勤:    6会　理事長　中村　隆 新規 療養        72現存
     る病院 (医       6)俊 平28. 4. 1内   他   リハ
     非常勤:   19 腫瘍内科、腎臓
     (医      19) 内科、人工透析
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194060,080,1 せいがん医院 〒411-0838 0559(75)0560西願　滋雄 西願　滋雄 昭38. 4. 1一般    診療所
     三島市中田町６番２５号 常　勤:    1 内   外   皮  現存
     (医       1) 平29. 4. 1性   こう 放  
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  195060,149,4 小児科別所医院 〒411-0044 0559-87-0003別所　昭憲 別所　昭憲 昭59. 5. 1小   診療所
     三島市徳倉８３８－３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196060,153,6 山内眼科クリニック 〒411-0838 0559(75)8338山内　紘通 山内　紘通 昭61. 7. 1眼   麻   診療所
     三島市中田町９番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197060,158,5 増田形成外科皮膚科医〒411-0847 055-976-1232増田　正紀 増田　正紀 平25.12.21形外 皮   他  診療所
     院 三島市西本町２－１ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平25.12.21その他標榜科：
     美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198060,167,6 道上医院 〒411-0834 0559(76)8111道上　淳二 道上　淳二 平 7. 2. 1胃   外   整外診療所
     三島市新谷３０－４ 常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199060,168,4 塚田医院 〒411-0037 055-975-5609酒井　美保子 酒井　美保子 平 3.11.26内   精   外  診療所
     三島市泉町５－３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平27.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200060,169,2 石井内科 〒411-0831 0559(75)0448石井　俊一 石井　俊一 平 4. 7. 1内   アレ 呼  診療所
     三島市東本町２丁目１番９５ 常　勤:    1 胃   小   循  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201060,170,0 中島クリニック 〒411-0823 0559(77)8822中島　啓次 中島　啓次 平 4.11.15内   神内 外  診療所
     三島市御園４７１－２２ 常　勤:    1 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平28.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202060,171,8 田中耳鼻咽喉科医院 〒411-0858 0559(75)0226田中　幹夫 田中　幹夫 平 5. 1. 1耳   診療所
     三島市中央町６番２４号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203060,176,7 皮フ科玉森クリニック〒411-0831 0559(75)3345玉森　嗣育 玉森　嗣育 平 7. 6. 1皮   診療所
     三島市東本町１丁目２番１７号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204060,177,5 桐ノ木クリニック 〒411-0024 0559-87-2626花島　恒雄 花島　恒雄 平 8. 4.15内   呼   リハ診療所
     三島市若松町４２５４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  205060,180,9 桜井内科クリニック 〒411-0044 0559-88-2200櫻井　俊一朗 櫻井　俊一朗 平 8.10. 1内   呼   循  診療所
     三島市徳倉４ー１２ー１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206060,187,4 芝本町クリニック 〒411-0857 0559-83-4567池田　裕介 池田　裕介 平11. 7.15脳外 内   診療所
     三島市芝本町１１ー１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207060,190,8 永井眼科 〒411-0045 0559-80-1777永井　重夫 永井　重夫 平12. 5. 1眼   診療所
     三島市萩２８３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208060,191,6 吉村眼科内科医院 〒411-0824 0559-84-1333吉村　弦 吉村　弦 平13. 1.15一般    診療所
     三島市長伏２２４ー７ 常　勤:    1 新規 眼   内   現存
     (医       1) 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209060,192,4 関眼科胃腸科医院 〒411-0831 0559(75)2381関　裕美子 関　裕美子 平13. 5.30眼   胃   内  診療所
     三島市東本町２丁目４番３０号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210060,193,2 飯塚クリニック 〒411-0803 055-984-4110飯塚　篤 飯塚　篤 平14. 4. 1内   他   診療所
     三島市大場４０２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211060,195,7 三島心療内科クリニッ〒411-0039 055-973-5234諏訪部　明 諏訪部　明 平14.11. 1心内 精   神  診療所
     ク 三島市寿町３－３９田代ビル３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212060,197,3 うめな内科循環器科ク〒411-0816 055-984-3110山本　光之 山本　光之 平15.10. 1内   循   診療所
     リニック 三島市梅名３８８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213060,201,3 こばやしペインクリニ〒411-0036 055-973-0336小林　芳幸 小林　芳幸 平16. 7.15麻   内   診療所
     ック 三島市一番町１５－２６ミシマス常　勤:    2 新規 現存
     ルガビル　６Ｆ (医       1) 平28. 7.15
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214060,204,7 中川内科医院 〒411-0039 055-973-1370中川　良隆 中川　良隆 平17.12. 1内   診療所
     三島市寿町３－５３　松井ビル３常　勤:    1 交代 現存
     Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    26 頁

  215060,208,8 三愛医院 〒411-0814 055-977-3770斉藤　肇 斉藤　肇 平23. 4. 1内   外   皮  診療所
     三島市中島６７番地 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216060,209,6 おのえクリニック 〒411-0855 055-941-9317尾上　明 尾上　明 平24.12. 1内   外   診療所
     三島市本町１－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217060,210,4 本多眼科三島分院 〒411-0856 055-983-0225秋山　嘉彦 秋山　嘉彦 平25. 1. 1眼   診療所
     三島市広小路町１３－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218060,211,2 たけなか三島東町クリ〒411-0852 055-955-7701竹中　俊介 竹中　俊介 平25. 7. 1ひ   内   他  診療所
     ニック 三島市東町１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219060,212,0 ちゅらゆりクリニック〒411-0033 055-986-5050神谷　将吾 神谷　将吾 平25.11. 1皮   アレ 内  診療所
     三島市文教町１－２－１４いちょ常　勤:    2 新規 リウ 現存
     うＨＯＵＳＥ１号室 (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220060,213,8 みしま南口クリニック〒411-0036 055-991-5255三浦　興一郎 三浦　興一郎 平26. 5. 1心内 精   診療所
     三島市一番町１５－１９　ＴＧビ常　勤:    1 新規 現存
     ル５階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221060,214,6 さなだ消化器・乳腺ク〒411-0045 055-987-6633眞田　克也 真田　克也 平26. 4. 1内   外   他  診療所
     リニック 三島市萩２５９－４ 常　勤:    1 交代 消化器内科、乳現存
     (医       1) 平26. 4. 1腺外科、肛門外
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222060,215,3 本橋耳鼻咽喉科医院 〒411-0831 055-972-1133西脇　宜子 西脇　宜子 平27. 1. 1耳い 診療所
     三島市東本町１－１６－１２ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  223060,216,1 瀬川小児科　アレルギ〒411-0039 055-975-1087瀬川　孝昭 瀬川　孝昭 平27. 7. 1小   アレ 診療所
     ー科医院 三島市寿町７－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224060,217,9 森皮膚科 〒411-0855 055-943-6100森　達吉 森　達吉 平28. 6. 1皮   診療所
     三島市本町３－２９三島本町タワ常　勤:    1 新規 現存
     ー３階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225060,218,7 桜ヶ丘こどもクリニッ〒411-0801 055-983-0833兵藤　寿美 兵藤　寿美 平28.11. 1小   診療所
     ク 三島市谷田５２３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226060,219,5 おおはしこどもクリニ〒411-0831 055-975-0070大橋　祐介 大橋　祐介 平29. 5. 1小   小外 診療所
     ック 三島市東本町１－２－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227060,220,3 後藤医院 〒411-0816 055-977-3115榎澤　哲司 榎澤　哲司 平29. 4. 1内   他   外  診療所
     三島市梅名４４２－３ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平29. 4. 1糖尿病内科、消
     非常勤:    1 化器内科、肛門
     (医       1) 外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228060,221,1 谷田池田医院 〒411-0801 055-975-1042永倉　穣 永倉　穣 平29.11. 7内   他   診療所
     三島市谷田１９０－１ 常　勤:    1 交代 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平29.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229061,004,0 横浜ゴム健康保険組合〒411-0832 0559(75)0800横浜ゴム健康保険組合江藤　滋彦 昭53. 8. 1内   診療所
     三島診療所 三島市南二日町８－１ 常　勤:    1　理事長　石光　真吾 休止
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230061,018,0 独立行政法人地域医療〒411-0801 0559(75)3031独立行政法人地域医療野田　芳人 平13. 4. 1一般       181病院
     機能推進機構　三島総三島市谷田字藤久保２２７６ 常　勤:   24機能推進機構　理事長 移動 内   消   循  現存
     合病院 (医      15)　尾身　茂 平25. 4. 1眼   外   整外
     (薬       9) 脳外 ひ   産婦
     非常勤:   79 耳い 他   放  
     (医      77) 麻   呼   
     (薬       2) 乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231061,019,8 医療法人社団清風会　〒411-0031 0559(86)1075医療法人社団　清風会芹澤　寛 昭53. 9. 1療養       120病院
     芹沢病院 三島市幸原町２－３－１ 常　勤:    3　理事長　芹澤　寛 内   呼   胃  現存
     (医       3) 平29. 9. 1循   外   整外
     非常勤:   25 リハ 神内 
     (医      25)
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  232061,020,6 医療法人社団形外会　〒411-0044 055-986-3337医療法人社団　形外会深澤　裕紀 平15.11. 1精神       203病院
     三島森田病院 三島市徳倉１１９５－７９３ 常　勤:    4　理事長　森田　正哉 移動 精   神   現存
     (医       4) 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233061,021,4 一般社団法人三島市医〒411-0841 0559(72)0711社団法人三島市医師会関　俊夫 昭48. 6.16内   小   外  診療所
     師会三島メディカルセ三島市南本町４番３１号 常　勤:    2　関　俊夫 現存
     ンター (医       2) 平30. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234061,023,0 医療法人社団福仁会　〒411-0022 0559(72)9111医療法人社団福仁会　渕上　知昭 昭59.12.15一般        55病院
     三島東海病院 三島市川原ケ谷字今井坂２６４－常　勤:    5理事長　松野　多加子 療養        44現存
     １２ (医       3) 平29.12.15内   外   消  
     (薬       2) 整外 脳外 リハ
     非常勤:   18 放   こう 
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235061,024,8 宮内まこと記念クリニ〒411-0037 0559(75)0675医療法人社団　久仁会吉冨　雄治 昭63.10. 1内   循   診療所
     ック 三島市泉町９番４４号 常　勤:    1　理事長　吉冨　雄治 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236061,025,5 川崎内科医院 〒411-0854 0559(72)8811医療法人社団久和会　川﨑　泰久 昭48. 9. 1内   神内 消  診療所
     三島市北田町４番１４号 常　勤:    1理事長　川﨑　泰久 循   リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237061,027,1 小山消化器・内科 〒411-0824 0559(77)2121医療法人社団　成和会小山　洋 昭32.10. 1内   消   診療所
     三島市長伏２２６番地－１ 常　勤:    2　理事長　小山　洋 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238061,028,9 医療法人社団元益会　〒411-0035 0559-71-2277医療法人社団元益会　坂本　伊知子 昭45. 2. 1内   他   診療所
     坂本胃腸・内科医院 三島市大宮町３丁目１６番５号 常　勤:    2理事長　坂本　伊知子 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239061,029,7 医療法人社団真理会　〒411-0029 0559-87-2200医療法人社団真理会　池田　和也 昭58. 8. 1小   診療所
     光ケ丘小児科 三島市光ケ丘２－１９ 常　勤:    2理事長　平出　源和 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240061,030,5 岡本内科医院 〒411-0801 0559(75)7798医療法人社団三島弘仁岡本　弘之 昭41. 3. 1内   呼   循  診療所
     三島市谷田小山中島８０の２ 常　勤:    1会岡本内科医院　理事 現存
     (医       1)長　岡本　弘之 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  241061,031,3 齋藤医院 〒411-0803 0559(77)1413医療法人社団藤和会　齋藤　重治 平13. 1. 1内   外   循  診療所
     三島市大場８２－２ 常　勤:    2理事長　齋藤　重治 移動 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242061,032,1 医療法人社団三島慈生〒411-0045 0559(87)1550医療法人社団三島慈生渡辺　脩助 昭51. 8.15整外 リハ 放  診療所
     会　渡辺整形外科 三島市萩１８８番地 常　勤:    1会　理事長　渡辺　脩 リウ 現存
     (医       1)助 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243061,033,9 井深小児科医院 〒411-0845 0559-72-3006医療法人社団深治会井井深　敬治 昭50.12. 1小   診療所
     三島市加屋町３の１５ 常　勤:    1深小児科医院　理事長 現存
     (医       1)　井深敬治 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244061,034,7 医療法人社団静岡健生〒411-0817 0559(73)0882医療法人社団静岡健生齋藤　友治 昭59. 2. 1一般        84病院
     会　三島共立病院 三島市八反畑１２０－７ 常　勤:    9会　理事長　矢部　洋 内   小   整外現存
     (医       7) 平28.12. 1外   皮   リハ
     (薬       2) 放   リウ 他  
     非常勤:   42 呼内、消内、循
     (医      41) 内
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245061,035,4 田中産婦人科医院 〒411-0858 0559(71)3541医療法人社団　桜裕会田中　平生 昭54.11.25一般        14診療所
     三島市中央町６番２３号 常　勤:    2　理事長　田中　平生 産婦 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246061,036,2 医療法人社団志仁会　〒411-0848 055(971)4133医療法人社団　志仁会関　伸二 平13. 7. 1一般       111病院
     三島中央病院 三島市緑町１－３ 常　勤:   16　理事長　関　伸二 移動 療養        85現存
     (医      16) 平25. 7. 1内   外   整外
     非常勤:    8 脳外 ひ   耳い
     (医       8) 麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247061,039,6 窪田医院 〒411-0037 0559(75)0769医療法人社団　診誠会窪田　和興 昭56. 5. 1内   小   診療所
     三島市泉町１番４３号 常　勤:    1　理事長　窪田　和興 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248061,040,4 医療法人社団一寿会　〒411-0039 0559(72)5585医療法人社団一寿会　藤本　秀江 昭32.10. 1ひ   診療所
     関野医院 三島市寿町９－２３ 常　勤:    2理事長　関野　愉 現存
     (医       2) 平30. 3.29
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  249061,041,2 山口医院 〒411-0846 0559(75)0559医療法人　社団　三島山口　晶久 昭34. 7. 3外   内   消  診療所
     三島市栄町１番２３号 常　勤:    1　山口医院　理事長　 現存
     (医       1)山口晶久 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250061,042,0 医療法人社団愛育会　〒411-0841 0559(75)0906医療法人社団愛育会　国東　幸男 平 3. 8. 1内   産婦 婦  診療所
     国東産婦人科・内科医三島市南本町１３番３６号 常　勤:    2国東産婦人科医院　理 組織変更 現存
     院 (医       2)事長　国東　幸男 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251061,043,8 広小路クリニック 〒411-0856 055-972-2231医療法人社団広小路ク辰野　祐子 平22. 5. 6内   精   神内診療所
     三島市広小路町７－３ 常　勤:    2リニック　辰野　 子 移動 心内 リウ 現存
     (医       2) 平28. 5. 6
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252061,044,6 医療法人社団信美会川〒411-0822 0559(76)2555医療法人　社団　信美川島　利信 平元.11. 1胃   外   こう診療所
     島胃腸科外科クリニッ三島市松本４番地の６ 常　勤:    1会　理事長　川島　利 リハ 放   現存
     ク (医       1)信 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253061,045,3 医療法人社団弘仁勝和〒411-0837 055-972-7751医療法人社団弘仁勝和篠原　聖智 平23.10. 3内   他   診療所
     会みしま勝和クリニッ三島市南田町４－６５ 常　勤:    1会　理事長　小池　康 移動 現存
     ク (医       1) 平29.10. 3
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254061,046,1 田内内科医院 〒411-0831 0559(72)2625医療法人社団光風会　田内　美津子 昭53. 9. 1内   リウ アレ診療所
     三島市東本町１－１６－３０ 常　勤:    1理事長　田内　美津子 他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1臨床検査科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255061,047,9 川真田医院 〒411-0841 0559(75)0699医療法人社団　川真田川真田　裕 昭53.11. 1内   精   小  診療所
     三島市南本町１番２９号 常　勤:    1医院　理事長　川真田 皮   放   現存
     (医       1)　裕 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256061,048,7 がくとう整形外科クリ〒411-0842 055-975-0785医療法人社団　進修会藤田　正 平26. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 三島市南町８－８ 常　勤:    1　理事長　藤田　正 移動 他   内   現存
     (医       1) 平26. 9. 1ペインクリニッ
     非常勤:    1 ク内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  257061,049,5 鈴木整形外科医院 〒411-0037 0559(72)1280医療法人社団　たぐま田熊　清彦 昭32.10. 1整外 リハ 放  診療所
     三島市泉町１２－３５ 常　勤:    1会　理事長　田熊清彦 リウ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258061,050,3 林内科 〒411-0034 0559(81)3211医療法人社団　 心会 林　隆 平 7. 1. 1内   他   診療所
     三島市加茂川町２２－１４ 常　勤:    1　理事長　 林　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259061,053,7 髙野内科循環器科クリ〒411-0824 0559(77)0030医療法人　社団　髙野高野　英信 平 9. 8. 1内   循   診療所
     ニック 三島市長伏２２６－１ 常　勤:    1内科循環器科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　高野　英 平24. 8. 1
     信
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260061,054,5 安達産婦人科クリニッ〒411-0039 0559(76)0341医療法人　社団　桃璃安達　久夫 平 9.10. 1一般        14診療所
     ク 三島市寿町２番２６号 常　勤:    2会　理事長　安達　久 組織変更 産婦 現存
     (医       2)夫 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261061,056,0 岡田じんクリニック 〒411-0824 0559-77-8915医療法人社団　岡田じ岡田　浩司 平12. 1. 1内   他   診療所
     三島市長伏２２４ー５ 常　勤:    1んクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　岡田　浩司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262061,057,8 いとうクリニック 〒411-0835 0559-73-7800医療法人社団　ケイア伊藤　克明 平13. 1. 1内   他   診療所
     三島市玉川４１５ー２ 常　勤:    2イ　理事長　伊藤　克 組織変更 消化器内科、循現存
     (医       2)明 平25. 1. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263061,058,6 金木内科消化器科クリ〒411-0022 0559-71-3211医療法人　社団　　清金木　昌之 平13. 4. 1内   消   診療所
     ニック 三島市川原ケ谷１７７ー１ 常　勤:    1流会　理事長　金木　 組織変更 現存
     (医       1)昌之 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264061,059,4 とくら山口医院 〒411-0044 0559(86)8690医療法人社団千光会　山口　裕一郎 平13. 8. 1他   外   内  診療所
     三島市徳倉２－４－１３ 常　勤:    2理事長　山口　金吾 組織変更 皮   放   現存
     (医       2) 平25. 8. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265061,060,2 かまたクリニック 〒411-0033 055-988-2488医療法人社団　かまた鎌田　光一 平17. 2. 1内   婦   診療所
     三島市文教町１ー１ー３５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)鎌田　光一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266061,061,0 胃と腸のクリニック　〒411-0036 055-991-2038医療法人社団　あおい二宮　栄一郎 平18. 6. 1胃   診療所
     あおいスクエア 三島市一番町１８－２２アーサー常　勤:    1スクエア　理事長　二 組織変更 現存
     ファーストビル１階　 (医       1)宮　栄一郎 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  267061,062,8 医療法人社団　桑梓の〒411-0033 055-988-7531医療法人社団桑梓の会荻野　靖典 平22. 1. 1心内 精   内  診療所
     会　文教町クリニック三島市文教町２－１－２９ 常　勤:    1　理事長　荻野　靖典 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268061,063,6 医療法人社団博章会　〒411-0822 055-984-3222医療法人社団博章会　加藤　信秀 平24.10. 1内   外   アレ診療所
     いづの里クリニック 三島市松本２９４－３ 常　勤:    2理事長　加藤　信秀 交代 リハ 他   現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269061,064,4 みしま岡クリニック 〒411-0036 055-983-6111医療法人社団オカニュ岡　考 平26. 9. 1脳外 内   外  診療所
     三島市一番町１３－１１ヒルトッ常　勤:    1ーロケアクリニック　 新規 現存
     プ壱番町２階 (医       1)理事長　岡　考 平26. 9. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270061,065,1 三島レディースクリニ〒411-0841 055-991-0770医療法人社団幸のめば長阪　恒樹 平27. 1. 1産婦 他   診療所
     ック 三島市南本町１５－３５ 常　勤:    1え　理事長　内田　玄 新規 不妊治療・女性現存
     (医       1)祥 平27. 1. 1内科、生殖医療
     非常勤:    2 外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271061,066,9 三島駅前消化器・肝臓〒411-0036 055-981-0012医療法人社団恵仁会　東海林　俊之 平28. 4. 1他   内   診療所
     内科クリニック 三島市一番町１５－２１マスダビ常　勤:    1理事長　河西　研一 新規 消化器内科、肝現存
     ル２階 (医       1) 平28. 4. 1臓内科、内視鏡
     内科、胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272061,067,7 いのうえ内科・リウマ〒411-0821 055-972-6666医療法人社団博和会　井上　晴子 平28. 4. 1内   リウ 診療所
     チ科 三島市平田１８５－３１ 常　勤:    1理事長　井上　晴子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273061,068,5 こまきウイメンズクリ〒411-0038 055-972-1057医療法人社団グリーン小牧　正 平28. 5. 1一般         2診療所
     ニック 三島市西若町７－４５ 常　勤:    1ローズ　理事長　小牧 組織変更 婦   内   他  現存
     (医       1)　正 平28. 5. 1美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274061,069,3 北上クリニック 〒411-0045 055-989-1334医療法人社団　昌禎会池田　昌弘 平28. 6. 1脳外 外   内  診療所
     三島市萩２８３ー４ 常　勤:    1　理事長　池田　昌弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275061,071,9 三島えんどうクリニッ〒411-0025 055-999-0166医療法人社団俊仁会　遠藤　光俊 平30. 5. 1脳外 整外 リハ診療所
     ク 三島市壱町田７６－１ 常　勤:    1理事長　遠藤　光俊 組織変更 内   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  276070,004,9 青山内科クリニック 〒410-2405 0558-74-2111青山　一郎 青山　一郎 平20. 5.15内   診療所
     伊豆市加殿４６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277071,004,8 医療法人　全心会　伊〒410-3215 0558(85)1701医療法人全心会　理事矢部　啓夫 平23.10. 1一般        55病院
     豆慶友病院 伊豆市月ケ瀬３８０－２ 常　勤:    6長　切東　喜久夫 交代 療養        47現存
     (医       4) 平29.10. 1内   整外 リハ
     (薬       2) リウ 
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278071,005,5 南雲整形外科クリニッ〒410-2407 0558-72-3111医療法人社団慶善会　南雲　剛史 平23.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 伊豆市柏久保６３６－１１ 常　勤:    1理事長　南雲　剛史 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279080,001,3 健院伊豆の国 〒410-2123 055-949-8880中口　史郎 中口　史郎 平19. 5.15内   胃   呼  診療所
     伊豆の国市四日町３９－２ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280080,003,9 くきの皮膚科 〒410-2123 055-940-2000久木野　竜一 久木野　竜一 平28. 4. 1皮   診療所
     伊豆の国市四日町８５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281081,001,2 医療法人社団　静雄会〒410-2325 0558-77-2777医療法人社団　静雄会竹中　幸治 平18. 3.15整外 内   診療所
     　竹中クリニック 伊豆の国市神島１１１－３ 常　勤:    1　理事長　竹中　幸治 新規 現存
     (医       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282081,003,8 医療法人財団　玉川会〒410-2311 0558-79-1100医療法人財団　玉川会佐久間　哲也 平18. 5. 1一般         6診療所
     　エムオーエー奥熱海伊豆の国市浮橋１６０６－１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　清志 新規 内   精   心内現存
     クリニック (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283081,004,6 河野内科医院 〒410-2114 055-940-2355医療法人社団　泉生会河野　栄邦 平19. 4. 1内   循   診療所
     伊豆の国市南條７６６－１ 常　勤:    1　理事長　河野　栄邦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284081,005,3 つちやクリニック 〒410-2315 0558-77-1511医療法人社団順生会　土屋　和彦 平26. 5. 1内   他   診療所
     伊豆の国市田京３６ 常　勤:    2理事長　土屋　和彦 組織変更 消化器内科・循現存
     (医       2) 平26. 5. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  285081,006,1 伊豆医療福祉センター〒410-2122 055-949-1165社会福祉法人恩賜財団佐藤　倫子 平24. 4. 1一般        43病院
     (081,003,4) 伊豆の国市寺家２０２ 常　勤:    2済生会支部静岡県済生 交代 小   整外 脳外現存
     (医       2)会　支部長　石塚　隆 平30. 4. 1神   精   リハ
     非常勤:   25夫 歯   
     (医      18)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286081,007,9 あさいクリニック 〒410-2322 0558-77-1374医療法人社団ＴＨＴ　浅井　太朗 平27.11. 1整外 リハ 診療所
     伊豆の国市吉田１４６－１ 常　勤:    1理事長　浅井　太朗 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287110,190,8 寺田医院 〒410-0813 0559(31)3181寺田　鼎 寺田　鼎 昭43. 2. 1内   小   診療所
     沼津市上香貫三貫地１１７３－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288110,228,6 小野医院 〒410-0861 0559(51)6213小野　裕弘 小野　裕弘 昭46.10. 1内   胃   消  診療所
     沼津市真砂町２２ー１７ 常　勤:    1 外   整外 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289110,230,2 志村内科胃腸科医院 〒410-0822 0559(32)2691志村　昭八 志村　昭八 昭47. 4. 1内   胃   放  診療所
     沼津市下香貫島郷２６２７の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290110,236,9 復明館眼科医院 〒410-0801 0559(62)0138鈴木　羊三 鈴木　羊三 昭49. 4. 1眼   診療所
     沼津市大手町３丁目３－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291110,237,7 楠医院 〒410-0807 0559(62)1308磯部　泰行 磯部　泰行 昭49. 4. 1皮ひ 皮   ひ  診療所
     沼津市本錦町６５０－１ 常　勤:    1 性   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292110,247,6 岩端医院 〒410-0801 0559(62)1368岩端　秀久 岩端　秀久 昭51. 8.19一般        11診療所
     沼津市大手町３－２－１９ 常　勤:    1 産婦 他   ひ  現存
     (医       1) 平28. 8.15産婦人科（生殖
     非常勤:    1 医療）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293110,262,5 永野医院 〒410-0022 0559(62)4450永野　圭藏 永野　圭藏 昭54. 6. 1一般        16診療所
     沼津市大岡１４０１番地１ 常　勤:    1 内   小   整外現存
     (医       1) 平30. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294110,268,2 冨山医院 〒410-0223 0559(41)3010冨山　文男 冨山　文男 昭56. 1. 1内   小   皮  診療所
     沼津市内浦三津５６３番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  295110,276,5 山谷内科医院 〒410-0307 0559-66-5333山谷　文夫 山谷　文夫 昭57.11. 1内   胃   循  診療所
     沼津市青野字八石５４－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296110,284,9 おおい神経内科 〒410-0054 0559(22)8886大井　隆嗣 大井　隆嗣 昭59. 5.15神内 皮   診療所
     沼津市北高島町１７－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297110,285,6 林医院 〒410-0816 0559(31)1120林　秀憲 林　秀憲 昭60. 1. 1内   小   診療所
     沼津市住吉町７番１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298110,287,2 かぬき岩端医院 〒410-0822 0559(32)8189岩端　俊久 岩端　俊久 昭60. 9.15一般         7診療所
     沼津市下香貫前原１４７９の３ 常　勤:    1 産婦 他   現存
     (医       1) 平24. 9.15生殖医療外科、
     不妊治療女性内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299110,290,6 坂小児科医院 〒410-0822 0559(31)3233坂　芳樹 坂　芳樹 昭61.12.21小   診療所
     沼津市下香貫前原１４７３番地の常　勤:    1 現存
     ７ (医       1) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300110,294,8 山秋眼科医院 〒410-0041 0559-24-4680山秋　久 山秋　久 昭62. 7. 1眼   診療所
     沼津市筒井町１番地の５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301110,296,3 よざ小児科医院 〒410-0312 0559(67)5722與座　明雄 與座　明雄 昭62.11. 1小   診療所
     沼津市原字東沖１７８８－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302110,297,1 西方外科医院 〒410-0064 0559(21)1333西方　俊 西方　俊 昭63. 4. 1一般         3診療所
     沼津市共栄町２０－５ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平30. 4. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303110,299,7 松原医院 〒410-0805 0559(62)1496松原　正典 松原　正典 昭63.12. 4内   外   整外診療所
     沼津市白銀町４番地３号 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304110,304,5 あいあい眼科クリニッ〒410-0312 0559(67)7715名古　良輔 名古　良輔 平元. 8.15一般         2診療所
     ク 沼津市原１７２１－１７ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平28. 8.15
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  305110,309,4 一杉麻酔科クリニック〒410-0306 0559(66)0236一杉　安秀 一杉　安秀 平 2. 9.15整外 麻   診療所
     沼津市大塚５６番地の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306110,313,6 古屋小児科医院 〒410-0804 0559(63)0407古屋　冨士夫 古屋　冨士夫 平 3. 1. 1小   アレ 診療所
     沼津市西条町１３４番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307110,319,3 木村眼科医院 〒410-0312 0559-67-4611木村　裕子 木村　裕子 平 4. 2.15眼   診療所
     沼津市原１８４－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308110,320,1 羽切医院 〒410-0303 0559(68)3111羽切　眞澄 羽切　眞澄 平 4. 5. 1内   胃   リハ診療所
     沼津市西椎路字南川１３８番地１常　勤:    1 放   現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309110,322,7 関外科胃腸科医院 〒410-0065 0559(21)2188関　訓芳 関　訓芳 平 4. 5.29胃   消   外  診療所
     沼津市花園町９－３ 常　勤:    1 こう リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310110,323,5 守重医院 〒410-0823 0559(31)2511守重　幸雄 守重　幸雄 平 4. 7. 1整外 診療所
     沼津市我入道江川１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311110,327,6 田中医院 〒410-0056 0559(21)2053田中　信介 田中　信介 平 6. 1. 1内   小   リウ診療所
     沼津市高島町２３番１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312110,331,8 白石医院 〒410-0866 0559(51)4593白石　アンナ 白石　アンナ 平 7. 8.29内   外   診療所
     沼津市市道町１２ー２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313110,340,9 鈴木皮膚科医院 〒410-0048 0559(21)1163鈴木　秀明 鈴木　秀明 平 8.10.13皮   診療所
     沼津市新宿町８番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314110,342,5 大沢医院 〒410-0832 0559(31)1019大澤　香 大澤　香 平 9. 3. 9内   小   外  診療所
     沼津市御幸町１４－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  315110,343,3 頴川医院 〒410-0055 0559(21)5148頴川　功 頴川　功 平 9. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     沼津市高島本町１２番２０号 常　勤:    1 交代 皮   小   ひ  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316110,344,1 井関マタニティクリニ〒410-0881 0559-52-4103井関　紀一 井関　紀一 平 9. 8. 1一般         2診療所
     ック 沼津市八幡町１１５ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317110,346,6 中ノ森眼科 〒410-0063 0559(21)3217中ノ森　恒 中ノ森　恒 平 9.10. 1内   眼   診療所
     沼津市緑ケ丘２の３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318110,348,2 星野医院 〒410-0035 0559-62-0782稀代　幸雄 稀代　幸雄 平10. 4. 1内   小   診療所
     沼津市山王台１０ー１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319110,349,0 本村クリニック 〒410-0306 0559-69-0001本村文一 本村　文一 平10. 9. 1内   ひ   診療所
     沼津市大塚８７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320110,350,8 高島町クリニック 〒410-0056 0559-29-0882山村　博 山村　博 平11. 9. 1精   神   心内診療所
     沼津市高島町１５ー１高島屋マン常　勤:    1 新規 現存
     ション２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321110,354,0 二本松眼科医院 〒410-0814 0559(31)6111橋本　貴夫 橋本　貴夫 平13. 2.16一般         8診療所
     沼津市玉江町５－５ 常　勤:    1 交代 眼   休止
     (医       1) 平25. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322110,356,5 ゆうあいクリニック 〒410-0303 0559-69-2777久保　精一 久保　精一 平13. 7. 1一般 診療所
     沼津市西椎路１６４ー１ 常　勤:    1 新規     一般     2現存
     (医       1) 平25. 7. 1外   他   
     消化器外科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323110,361,5 香貫医院 〒410-0817 0559(31)2465北條　正久 北條　正久 平14. 4. 1一般         9診療所
     沼津市本郷町２７番１８号 常　勤:    1 交代 内   外   胃  現存
     (医       1) 平26. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  324110,362,3 さわだ・メディカル・〒410-0007 055-921-1711竹内　文夫 竹内　文夫 平14. 7. 1内   リハ 診療所
     クリニック 沼津市西沢田３２５－１ 常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325110,366,4 小林内科医院 〒410-0046 0559(21)2165小林　俊雄 小林　俊雄 平15. 1. 1内   循   診療所
     沼津市米山町７番８号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326110,367,2 村岡内科クリニック 〒410-0022 055-954-2000村岡　秀樹 村岡　秀樹 平15. 3. 1内   消   循  診療所
     沼津市大岡１０６６－３　　フォ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     レスト南大岡１Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327110,368,0 三島耳鼻咽喉科クリニ〒410-0822 055-935-6681三島　丈和 三島　丈和 平15. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     ック 沼津市下香貫樋ノ口１７０６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328110,374,8 海野皮フ科クリニック〒410-0813 055-935-1211海野　哲史 海野　哲史 平16. 7. 1皮   診療所
     沼津市上香貫槇島町１２７０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329110,378,9 増田医院 〒410-0312 055-966-3131増田　貴久 増田　貴久 平17. 4. 6内   外   整外診療所
     沼津市原１０７７番地 常　勤:    1 交代 皮   ひ   他  現存
     (医       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330110,382,1 望月内科医院 〒410-0822 055-931-5362望月　健太郎 望月　健太郎 平17.10. 1内   呼   消  診療所
     沼津市下香貫宮脇３３７－２９ 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331110,384,7 新妻ひふ科 〒410-0801 055-962-0311萩原　民郎 萩原　民郎 平18. 7. 1皮   診療所
     沼津市大手町２－７－１７－１０常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332110,385,4 本多眼科医院 〒410-0832 0559(31)1519平川　博秀 平川　博秀 平19. 4. 1眼   診療所
     沼津市御幸町６番１４号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  333110,388,8 御成橋栄クリニック 〒410-0881 055-952-2525小林　栄孝 小林　栄孝 平28. 1. 1内   他   診療所
     沼津市八幡町２９－１　栄ビル２常　勤:    3 移動 消化器内科、糖現存
     階 (医       3) 平28. 1. 1尿病内科、乳腺
     非常勤:    1 外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334110,390,4 大岡内科クリニック 〒410-0022 055-926-2612森　明 森　明 平19.12. 1内   循   呼  診療所
     沼津市大岡２６９６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335110,392,0 佐藤医院 〒410-0022 055-962-5479佐藤　州 佐藤　州 平20. 1. 1心内 内   小  診療所
     沼津市大岡日吉１６９９－６ 常　勤:    2 交代 精   現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336110,393,8 大沢ハートクリニック〒410-0059 055-929-1313大沢　正尚 大沢　正尚 平20. 3. 1循   心外 外  診療所
     沼津市若葉町４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337110,394,6 本田さくら眼科医院 〒410-0801 055-951-1365本田　治 本田　治 平25.10. 1一般         2診療所
     沼津市大手町３－２－１５　ＹＫ常　勤:    1 移動 眼   現存
     ビル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338110,397,9 はだクリニック 〒410-0022 055-952-5779羽田　正人 羽田　正人 平20.12. 1内   診療所
     沼津市大岡１７２８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339110,402,7 今井医院 〒410-0044 055-921-3211今井　靖 今井　靖 平23. 1.20内   他   診療所
     沼津市五月町７番１８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340110,404,3 あそうクリニック 〒410-0041 055-929-7575麻生　克己 麻生　克己 平23. 5. 1他   診療所
     沼津市筒井町１１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341110,406,8 さわだの森耳鼻咽喉科〒410-0007 055-929-8787森　聖哲 森　聖哲 平23.10. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 沼津市西沢田３４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342110,407,6 酒井医院 〒410-0875 055(966)1755酒井　良博 酒井　良博 平24. 1. 1内   外   診療所
     沼津市今沢２０６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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  343110,408,4 かとう内科医院 〒410-0022 055-946-5562加藤　伸太朗 加藤　伸太朗 平24. 5. 1内   他   診療所
     沼津市大岡１９９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344110,410,0 こんどうクリニック 〒410-0011 055-925-2420近藤　哲矢 近藤　哲矢 平24. 6. 1内   外   他  診療所
     沼津市岡宮１１５７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345110,411,8 いながきレディースク〒410-0062 055-926-1709稲垣　誠 稲垣　誠 平24. 8. 1他   診療所
     リニック 沼津市宮前町１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346110,412,6 すずきファミリークリ〒410-0314 055-960-0333鈴木　徹也 鈴木　徹也 平24. 9. 1小   内   診療所
     ニック 沼津市一本松４７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347110,414,2 芹澤クリニック 〒410-0022 055-963-3377芹澤　康哲 芹澤　康哲 平25. 4. 1整外 リハ 眼  診療所
     沼津市大岡１７４５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348110,415,9 海瀬医院 〒410-0233 055-942-2014海瀬　和郎 海瀬　和郎 平25. 5. 1内   診療所
     沼津市西浦久連４３６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349110,420,9 一番館眼科クリニック〒410-0801 055-963-5275新井　浩之 新井　浩之 平26. 8. 1眼   診療所
     沼津市大手町１－２－１フォーラ常　勤:    1 新規 現存
     ム壱番館１階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350110,421,7 森医院 〒410-0317 055-966-2017和田　則康 和田　則康 平26. 8.18内   小   他  診療所
     沼津市石川１６１ 常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351110,422,5 べっく・メディカル・〒410-0007 055-921-1300別宮　壇 別宮　壇 平27. 1. 1他   内   神内診療所
     クリニック 沼津市西沢田３３８－１ 常　勤:    5 交代 外   現存
     (医       5) 平27. 1. 1消化器内科、呼
     非常勤:    4 吸器内科、肛門
     (医       4) 外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  352110,423,3 みどり眼科 〒410-0801 055-964-0325田部　晃 田部　晃 平27. 4. 1眼   診療所
     沼津市大手町１－１－３商連会館常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353110,425,8 ひろメンタルクリニッ〒410-0801 055-954-5155遠藤　博久 遠藤　博久 平27. 6. 1精   心内 診療所
     ク 沼津市大手町５－１１－３ラピュ常　勤:    1 新規 現存
     タ－ビル２Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354110,426,6 岡田医院 〒410-0048 055-921-5321岡田　隆 岡田　隆 平27.12. 1内   診療所
     沼津市新宿町４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355110,427,4 高田胃腸科・内科クリ〒410-0894 055-962-1410高田　樹一 高田　樹一 平28. 4. 1他   内   診療所
     ニック 沼津市仲町７ 常　勤:    2 交代 消化器内科 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356110,429,0 わかばやし耳鼻咽喉科〒410-0832 055-933-3311淺野　理恵 淺野　理恵 平28. 9. 1耳い 他   アレ診療所
     クリニック 沼津市御幸町５－２６ 常　勤:    1 新規 小児耳鼻科 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357110,430,8 森岡医院 〒410-0022 055-962-1084森岡　崇 森岡　崇 平28.10. 1内   他   診療所
     沼津市大岡３５３ 常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358110,431,6 中山医院 〒410-0042 055-929-7007中山　貴裕 中山　貴裕 平29. 3. 1外   診療所
     沼津市神田町３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  359111,005,7 一般財団法人芙蓉協会〒410-8555 055-952-1000一般財団法人　芙蓉協伊藤　孝 平 8. 5. 1一般       246病院
     (111,021,0) 　聖隷沼津病院 沼津市本字松下七反田９０２－６常　勤:   54会　理事長　山本　敏 移動 内   小   産婦現存
     (医      42)博 平29. 5. 1外   呼外 整外
     (歯       2) 脳外 ひ   眼  
     (薬      10) 耳い 皮   放  
     非常勤:   19 リハ 麻   形外
     (医      19) 他   歯外 
     呼内、消内、循
     内、消外、乳腺
     外科、肛外、内
     分糖尿内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360111,007,3 公益財団法人　復康会〒410-0811 0559(31)4100公益財団法人　復康会杉山　直也 昭53.10. 1精神       270病院
     　沼津中央病院 沼津市中瀬町２４－１ 常　勤:   19　理事長　石田　多嘉 精   心内 現存
     (医      14)子 平29.10. 1
     (薬       5)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361111,009,9 公益財団法人　復康会〒410-0813 0559(31)1911公益財団法人　復康会長友　秀樹 昭54. 5. 1療養       106病院
     　沼津リハビリテーシ沼津市上香貫蔓陀ケ原２５１０－常　勤:    5　理事長　石田　多嘉 リハ 内   神内現存
     ョン病院 ２２ (医       4)子 平30. 5. 1他   
     (薬       1) 消化器内科
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362111,011,5 ふれあい沼津ホスピタ〒410-0866 0559(62)3530医療法人社団静岡康心加藤　政利 昭54. 9. 1精神       293病院
     ル 沼津市市道町８－６ 常　勤:    8会　理事長　大屋敷　 内   精   心内現存
     (医       6)芙志枝 平24. 9. 1
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363111,013,1 公益財団法人　復康会〒410-0801 0559(62)7371公益財団法人　復康会志澤　容一郎 平15.11.26精   心内 診療所
     　大手町クリニック 沼津市大手町３－１－２　　エイ常　勤:    1　理事長　石田　多嘉 移動 現存
     ブル・コア　６Ｆ (医       1)子 平27.11.26
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  364111,016,4 医療法人社団賢仁会　〒410-0807 0559(63)4114医療法人社団　賢仁会杉山　安彦 昭49. 2. 1療養        50病院
     杉山病院 沼津市錦町３－５ 常　勤:    6　理事長　中島　惠子 内   呼   胃  現存
     (医       4) 平28. 2. 1消   循   外  
     (薬       2) 整外 リハ 放  
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365111,017,2 沼津夜間救急医療セン〒410-0032 055-926-8699沼津市長　賴重　秀一渕上　佐智子 平19.12. 1内   小   外  診療所
     ター 沼津市日の出町１－１５ 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平25.12. 1
     非常勤:   48
     (医      32)
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366111,019,8 医療法人社団真養会　〒410-0022 0559(52)8600医療法人社団真養会　塚本　哲朗 平12. 4.20療養        87病院
     きせがわ病院 沼津市大岡１１５５ 常　勤:    5理事長　田澤　穆 移動 内   リハ 心内現存
     (医       5) 平30. 4.20他   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367111,024,8 医療法人社団福育会福〒410-0822 0559-32-3553医療法人　社団　福育福士　雅彦 昭64. 1. 1内   胃   循  診療所
     士内科クリニック 沼津市下香貫藤井原１６１９ー８常　勤:    1会　理事長　福士　雅 組織変更 呼   放   現存
     (医       1)彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368111,026,3 瀬尾眼科医院 〒410-0831 0559-33-9900医療法人社団孝英会　瀬尾　孝寛 平10. 4.15一般         3診療所
     沼津市市場町２１ー１０ 常　勤:    2理事長　瀬尾　孝寛 移動 眼   現存
     (医       2) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369111,027,1 メディトピア沼津・内〒410-0012 0559(23)6600医療法人　社団　華翠遠藤　高由 昭54.10. 1一般        19診療所
     科クリニック 沼津市岡一色５７５－１ 常　勤:    2会　理事長　遠藤　高 内   呼   循  現存
     (医       2)由 平24. 8. 1消   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370111,028,9 医療法人社団弘仁勝和〒410-0046 055-924-2311医療法人社団弘仁勝和久保田　和義 平27. 6.29一般        18診療所
     会　沼津勝和クリニッ沼津市米山町２－６２ 常　勤:    1会　理事長　小池　康 移動 他   外   ひ  現存
     ク (医       1) 平27. 6.29人工透析内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371111,030,5 東医院 〒410-0057 0559(21)5520医療法人社団　健仁会東　宗徳 平10. 4.23消   循   外  診療所
     沼津市高沢町６ー８ 常　勤:    2　理事長　東　宗徳 移動 整外 皮ひ 現存
     (医       2) 平28. 4.23
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  372111,033,9 はら仙石医院 〒410-0311 0559(67)2012医療法人社団　よつば仙石　規 平14.12. 1耳い 診療所
     沼津市原町中２丁目１２－１ 常　勤:    1会　理事長　仙石　規 移動 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373111,034,7 望星第一クリニック 〒410-0043 0559(22)0222医療法人駿東育愛会　若林　正則 昭56.11.15一般        19診療所
     沼津市柳町３－１８ 常　勤:    1理事長　若林　正則 内   ひ   循  現存
     (医       1) 平24. 7. 1消   眼   整外
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374111,036,2 駿東整形外科医院 〒410-0057 0559(22)8855医療法人　社団　すん清水　学 昭47. 7. 1整外 診療所
     沼津市高沢町６－１ 常　勤:    1とおる　理事長　清水 現存
     (医       1)　学 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375111,037,0 小林医院 〒410-0875 0559(66)7700医療法人社団　信愛会小林　俊憲 昭48. 3. 1内   消   循  診療所
     沼津市今沢６８０－３ 常　勤:    2　理事長　小林　俊憲 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376111,038,8 青木整形外科医院 〒410-0056 055-922-0521医療法人社団　青幸会青木　優 平19.10.22整外 形外 美外診療所
     沼津市高島町１０－１４センチュ常　勤:    2　理事長　青木　欽也 移動 リハ リウ 現存
     リースペース沼津駅北口１階１０(医       2) 平25.10.22
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377111,039,6 医療法人社団慈整会　〒410-0064 0559(21)3791医療法人社団　慈整会芹澤　理浩 昭49. 4. 1精   整外 心内診療所
     沼津整形外科医院 沼津市共栄町１１番地の３ 常　勤:    1　理事長　芹澤　理浩 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378111,040,4 杉谷小児科医院 〒410-0041 0559(23)6543医療法人社団　慈浩会杉谷　正浩 昭51.11. 1一般    診療所
     沼津市筒井町８－１６ 常　勤:    1　理事長　杉谷　正浩 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  379111,041,2 医療法人社団親和会　〒410-0022 0559(22)8235医療法人社団　親和会坂本　真幸 平13. 8. 1一般       150病院
     西島病院 沼津市大岡２８３５番地７ 常　勤:   19　理事長　西島　洋司 移動 脳外 整外 他  現存
     (医      17) 平25. 8. 1放   麻   リウ
     (薬       2) リハ 内   
     非常勤:   37 脳神経内科、循
     (医      35) 環器内科、消化
     (薬       2) 器外科、糖尿病
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380111,043,8 一般財団法人芙蓉協会〒410-0863 0559-62-9882一般財団法人　芙蓉協矢部　雅己 平 7. 8. 1内   呼   消  診療所
     　聖隷沼津第一クリニ沼津市本字下一丁田　８９５ー１常　勤:    7会　理事長　山本　敏 新規 循   外   ひ  現存
     ック (医       7)博 平28. 8. 1こう 婦   放  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381111,044,6 勝呂医院 〒410-0847 0559(62)3083医療法人　社団　勝友勝呂　衛 平 7. 8. 1一般        13診療所
     沼津市千本中町１９番地 常　勤:    3会　理事長　勝呂　衛 組織変更 介護         4現存
     (医       3) 平28. 8. 1内   消   外  
     非常勤:    2 皮   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382111,046,1 沼津西病院 〒410-0312 0559(66)1181医療法人財団　フリー田原　道直 平 8. 8. 1一般        60病院
     沼津市原２５０－８ 常　勤:    7ジア会　理事長　田原 交代 内   外   現存
     (医       4)　道直 平29. 8. 1
     (薬       3)
     非常勤:   21
     (医      20)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383111,048,7 なつニューロクリニッ〒410-0822 0559(33)5585医療法人社団明生会　川上　明 平11. 2. 1脳外 診療所
     ク 沼津市下香貫石原１２８２－２ 常　勤:    1理事長　川上　明 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384111,049,5 萩野クリニック 〒410-0309 0559-66-7111医療法人社団　鳳達会萩野　教幸 平11. 8. 1消   リハ 外  診療所
     沼津市根古屋３０７ー１ 常　勤:    1　理事長　萩野教幸 組織変更 小外 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385111,053,7 関谷レディースクリニ〒410-0303 0559-68-6611医療法人社団　けやき関谷　雅博 平12. 1. 1一般         9診療所
     ック 沼津市西椎路１４９ー１ 常　勤:    1会　理事長　関谷　雅 組織変更 産婦 現存
     (医       1)博 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386111,058,6 岩渕内科医院 〒410-0803 0559-51-4579医療法人社団　耕仁会岩渕　直人 平14. 6. 1内   胃   循  診療所
     沼津市添地町１７７ 常　勤:    1　理事長　岩渕　直人 組織変更 呼   放   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
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  387111,060,2 金元整形外科医院 〒410-0874 0559(24)0112医療法人社団　良敬会金元　良人 平15. 4. 1整外 リハ 診療所
     沼津市松長７４０－７ 常　勤:    2　理事長　金元　良人 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388111,061,0 ふれあい沼津クリニッ〒410-0863 0559-64-5070医療法人社団静岡康心清野　忠紀 平15. 4. 1精   心内 内  診療所
     ク 沼津市本字下一丁田８７８ー２ 常　勤:    8会　理事長　大屋敷　 交代 現存
     (医       8)芙志枝 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389111,063,6 中山皮膚科・形成外科〒410-0041 055-923-1020医療法人社団喜望峰　松下　浩和 平24. 5.21皮   形外 診療所
     沼津市筒井町８－６ 常　勤:    4理事長　中山　貴裕 移動 現存
     (医       4) 平30. 5.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390111,064,4 小島レディースクリニ〒410-0022 055-952-1133医療法人社団　福徳会小島　榮吉 平16. 2. 1一般        19診療所
     ック 沼津市大岡１１２５番地の１ 常　勤:    2　理事長　小島　榮吉 組織変更 産   婦   現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391111,066,9 春の木第一クリニック〒410-0302 055-929-8650医療法人社団道仁会　若林　良則 平16.12.15ひ   診療所
     沼津市東椎路字春の木５２０－２常　勤:    1理事長　若林　道郎 新規 現存
     (医       1) 平28.12.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392111,067,7 青沼胃腸科クリニック〒410-0022 055-929-6205医療法人社団　康青会青沼　宏 平17. 8. 1内   胃   こう診療所
     沼津市大岡８３６－１８ 常　勤:    1　理事長　青沼　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393111,068,5 矢田眼科クリニック 〒410-0037 055-962-2006医療法人社団　明照会矢田　清身 平19. 4. 1一般         7診療所
     沼津市三枚橋町５－２０ 常　勤:    1　理事長　矢田　清身 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394111,069,3 なおきクリニック 〒410-0302 055-929-8555医療法人社団　松樹会本松　直樹 平20. 2. 1内   診療所
     沼津市東椎路７０８－１ 常　勤:    1　理事長　本松　直樹 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  395111,070,1 医療法人社団真養会　〒410-0801 055-962-1205医療法人社団真養会　梅本　琢也 平20. 8. 1一般        19診療所
     田沢医院 沼津市大手町３－７－１ 常　勤:    6理事長　田澤　穆 その他 内   他   外  現存
     (医       5) 平26. 8. 1整外 呼内 
     (薬       1) 漢方内科、消化
     非常勤:    3 器外科、肛門外
     (医       3) 科、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396111,071,9 医療法人社団愛康会　〒410-0875 055-967-3711医療法人社団　愛康会黒岩　宏 平20. 9.16内   ひ   消  診療所
     愛鷹クリニック 沼津市今沢字西畑３７２－５ 常　勤:    4　理事長　黒岩　宏 その他 整外 神内 リハ現存
     (医       4) 平26. 9.16循   呼   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397111,072,7 五十嵐クリニック 〒410-0106 055-934-6700医療法人　社団　公章五十嵐　章 平21. 4. 1消   外   こう診療所
     沼津市志下１６１－１ 常　勤:    1会　理事長　五十嵐　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)章 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398111,073,5 内藤泌尿器科医院 〒410-0022 055-925-7110医療法人社団自然堂　内藤　仁 平21. 9. 1ひ   診療所
     沼津市大岡字中石田２４４２－４常　勤:    1理事長　内藤　仁 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399111,075,0 医療法人社団志仁会耳〒410-0831 055-935-1133医療法人社団志仁会　立松　正規 平22.11. 1耳い 診療所
     鼻科サイラクリニック沼津市市場町１２－２９ 常　勤:    1理事長　関　伸二 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400111,076,8 医療法人社団静岡健生〒410-0046 055-943-6600医療法人社団静岡健生藤田　大也 平23. 4. 1内   診療所
     会　米山町クリニック沼津市米山町１２－３０ 常　勤:    1会　理事長　矢部　洋 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401111,077,6 社会福祉法人　博友会〒410-0016 055-941-5684社会福祉法人博友会　清永　英利 平23. 5. 1外   整外 リハ診療所
     　フジ高砂クリニック沼津市高砂町２－５ 常　勤:    2理事長　土田　博和 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402111,078,4 小野眼科クリニック 〒410-0056 055-929-1881医療法人社団優あい会小野　純治 平23.10. 1一般         3診療所
     沼津市高島町８－８ 常　勤:    1　理事長　小野　純治 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  403111,079,2 すぎやまメンタルクリ〒410-0819 055-960-7915医療法人社団心生　理杉山　卓生 平23.11. 1精   心内 診療所
     ニック 沼津市黒瀬町２ 常　勤:    1事長　杉山　卓生 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404111,081,8 てらだ医院 〒410-0312 055-967-1286医療法人社団資誠会　寺田　誠史 平24. 5. 1心内 精   診療所
     沼津市原１７０２－１２ 常　勤:    2理事長　寺田　誠史 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405111,082,6 医療法人社団隆三会　〒410-0231 055-942-3200医療法人社団隆三会　手塚　清隆 平24.10. 1外   胃   他  診療所
     手塚クリニック 沼津市西浦木負７６７ー１４ 常　勤:    1理事長　手塚　清隆 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406111,083,4 戸田診療所 〒410-3402 0558(94)3720沼津市　沼津市長　賴土屋　典男 平26. 1. 1内   外   小  診療所
     沼津市戸田９１６－３ 常　勤:    1重　秀一 交代 皮   整外 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407111,084,2 こだま耳鼻咽喉科クリ〒410-0047 055-926-1333医療法人社団珠光会　児玉　實 平26.10. 1耳い アレ 診療所
     ニック 沼津市庄栄町１０ー１７ 常　勤:    1理事長　児玉　實 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408111,085,9 心療内科ゆうゆう 〒410-0803 055-951-6788医療法人社団　ゆうゆ西村　信哉 平26.12. 1心内 精   診療所
     沼津市添地町８５　 常　勤:    1う会　理事長　西村　 組織変更 現存
     (医       1)信哉 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409111,086,7 みさき皮フ科クリニッ〒410-0303 055-967-3636医療法人社団　きさら甲斐　美咲 平26.12. 1皮   診療所
     ク 沼津市西椎路８８－１ 常　勤:    1ぎ会　理事長　甲斐　 組織変更 現存
     (医       1)美咲 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410111,087,5 沼津大山クリニック 〒410-0801 055-954-2274医療法人社団恒健会　大山　一孝 平26.12. 1脳外 外   神内診療所
     沼津市大手町１－１－６ 常　勤:    1理事長　大山　一孝 組織変更 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411111,088,3 髙遠内科クリニック 〒410-0302 055-926-8739医療法人社団優花　理髙遠　哲也 平26.12. 1内   他   診療所
     沼津市東椎路９２２－１ 常　勤:    1事長　髙遠　哲也 組織変更 糖尿病・代謝内現存
     (医       1) 平26.12. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
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  412111,089,1 武藤医院 〒410-0833 055-931-0088医療法人社団　佑慎会阿部　哲史 平27. 1. 1内   他   外  診療所
     沼津市三園町１２－５ 常　勤:    1　理事長　阿部　哲史 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413111,090,9 沼津岡宮第一クリニッ〒410-0011 055-926-2260医療法人社団方正会　森田　尚克 平28. 4. 1内   他   診療所
     ク 沼津市岡宮字洞畑９９１－１ 常　勤:    1理事長　若林　良則 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414111,091,7 医療法人社団秀博会　〒410-0022 055-943-9696医療法人社団秀博会　木田　達平 平28. 5.16内   精   診療所
     大岡マサキクリニック沼津市大岡８６３－６ツインヒル常　勤:    2理事長　田中　勝喜 組織変更 現存
     ズ１階 (医       2) 平28. 5.16
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415111,092,5 つりた耳鼻咽喉科クリ〒410-0062 055-927-3387医療法人社団静富会　釣田　美奈子 平28. 5. 1耳い アレ 診療所
     ニック 沼津市宮前町１３－４ 常　勤:    1理事長　釣田　美奈子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416111,093,3 白十字小児科医院 〒410-0822 055-933-5111医療法人社団白祥会　加藤　公孝 平28.12. 1小   診療所
     沼津市下香貫馬場４８８－１ 常　勤:    1理事長　加藤　公孝 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417111,094,1 あめみや内科 〒410-0836 055-935-1159医療法人社団ＣＡＮ　雨宮　徳直 平29. 1. 1内   他   アレ診療所
     沼津市吉田町１７－２８ 常　勤:    1理事長　雨宮　徳直 組織変更 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418111,095,8 さとやまクリニック 〒410-0304 055-939-8031医療法人友愛会　理事稙田　太郎 平29.11. 1内   整外 リハ診療所
     沼津市東原５６０－１ 常　勤:    1長　園田　定彦 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419111,096,6 瀬尾記念慶友病院 〒410-0822 055-935-1511医療法人桂名会　理事井上　慶三 平29.11. 1一般        74病院
     沼津市下香貫島郷２７７３－１ 常　勤:    7長　木村　衛 交代 整外 リハ 内  現存
     (医       7) 平29.11. 1循   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  420111,097,4 ふじわらクリニック 〒410-0053 055-924-8777医療法人社団ヘルスフ藤原　幸治 平29.12. 1脳外 神内 外  診療所
     沼津市寿町１８－８ 常　勤:    1ァースト　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)原　幸治 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421111,098,2 旭医院 〒410-0312 055-966-0031医療法人社団旭医院　旭　暢照 平29.12. 1内   他   整外診療所
     沼津市原２８５－１ 常　勤:    1理事長　旭　暢照 組織変更 糖尿病内科、消現存
     (医       1) 平29.12. 1化器内科、循環
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422116,001,1 沼津市立病院 〒410-0302 0559(24)5100静岡県沼津市　沼津市ト部　憲和 昭53. 8. 1一般       426病院
     (116,001,7) 沼津市東椎路字春ノ木５５０ 常　勤:   94長　賴重　秀一 内   神内 呼内現存
     (医      69) 平30. 6.28他   リウ 小  
     (歯       4) 外   整外 形外
     (薬      21) 脳外 小外 呼外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 
     消化器内科、循
     環器内科、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423120,050,2 西田小児科医院 〒412-0041 0550(82)3476西田　四郎 西田　四郎 昭44. 1. 1小   診療所
     御殿場市茱萸沢１３４７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424120,061,9 荒井耳鼻咽喉科医院 〒412-0043 0550(83)1345荒井　邦彦 荒井　邦彦 昭50. 1. 1耳い 診療所
     御殿場市新橋１９３６－２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425120,062,7 石川医院 〒412-0039 0550(89)0233石川　制二 石川　制二 昭50. 3.15一般         9診療所
     御殿場市竈字道下１９６０ 常　勤:    1 内   呼   消  現存
     (医       1) 平29. 3.15循   小   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426120,069,2 博愛堂医院 〒412-0045 0550(82)0316勝間田　寛 勝間田　寛 昭55. 3. 1一般         6診療所
     御殿場市川島田５４５番地の３ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427120,071,8 渡辺整形外科内科医院〒412-0045 0550(89)6722渡辺　幸雄 渡辺　幸雄 昭56. 7. 1整外 内   放  診療所
     御殿場市川島田１４２０番地の２常　勤:    2 リハ 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  428120,079,1 斉藤医院 〒412-0035 0550(87)0047斉藤　昌一 斉藤　昌一 昭61. 6.18内   小   診療所
     御殿場市中山５４０番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429120,083,3 足利医院 〒412-0023 0550-83-7788足利　邦和 足利　邦和 平元. 4. 1整外 リハ 診療所
     御殿場市深沢９１０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430120,088,2 志水皮フ科医院 〒412-0042 0550-82-8880志水　達也 志水　達也 平 4. 5.15皮   診療所
     御殿場市萩原１２２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431120,090,8 はやま耳鼻咽喉科 〒412-0042 0550(84)2461早間　隆 早間　隆 平 4.10.15耳い 診療所
     御殿場市萩原５２５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432120,095,7 石川整形外科医院 〒412-0033 0550-87-5048石川　正晃 石川　正晃 平10. 5. 1整外 リハ 診療所
     御殿場市神山８６６ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433120,103,9 時之栖・荒川クリニッ〒412-0033 0550-86-0800荒川　正一 荒川　正一 平19.11. 1内   消   診療所
     ク 御殿場市神山字平石１９１３－２常　勤:    1 新規 現存
     ２９ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434120,107,0 ばんクリニック 〒412-0045 0550-70-9336伴　覚 伴　覚 平25.11. 1内   外   他  診療所
     御殿場市川島田１５６１－２ 常　勤:    1 新規 その他標榜科：現存
     (医       1) 平25.11. 1消化器内科・肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435120,108,8 かみお呼吸器クリニッ〒412-0042 0550-82-3700神尾　和孝 神尾　和孝 平27. 6. 1他   内   診療所
     ク 御殿場市萩原１１４２－３３ 常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436120,109,6 谷こころのクリニック〒412-0043 0550-82-2702谷川　秀彦 谷川　秀彦 平28. 5. 1精   心内 診療所
     御殿場市新橋１６２６－１　花霧常　勤:    1 新規 現存
     居ビル１０１号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437120,110,4 眼科オガタ医院 〒412-0044 0550-70-0305緒方　正史 緒方　正史 平28.10. 1眼   診療所
     御殿場市杉名沢５１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  438120,111,2 ふじわら整形外科 〒412-0033 0550-75-9820藤原　秀輔 藤原　秀輔 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     御殿場市神山８６６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439121,009,7 一般財団法人神山復生〒412-0033 0550(87)0004一般財団法人神山復生飛澤　彰 昭53.10. 1療養        40病院
     会　神山復生病院 御殿場市神山１０９ 常　勤:    4会　理事長　畠山　敬 一般        20現存
     (医       3)一 平29.10. 1内   皮   リハ
     (薬       1) 外   循   精  
     非常勤:   10 神   心内 眼  
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440121,010,5 御殿場第一クリニック〒412-0021 0550(82)2035医療法人駿東育愛会　佐藤　朱美 昭54.11. 1他   診療所
     御殿場市二枚橋８－１４ 常　勤:    3理事長　若林　正則 人工透析内科 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441121,013,9 公益社団法人有隣厚生〒412-0043 0550(83)3333公益社団法人　有隣厚園田　紀夫 昭54.10. 1一般 病院
     会　富士病院 御殿場市新橋１７８４ 常　勤:   35生会　理事長　若林　     一般   160現存
     (医      32)庸道 平24.10. 1内   呼内 他  
     (薬       3) 外   心外 整外
     非常勤:   47 ひ   小   眼  
     (医      47) 脳外 皮   婦  
     麻   放   リハ
     循環器内科、消
     化器内科、糖尿
     病内科、他６科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442121,016,2 御殿場十字の園診療所〒412-0023 0550(83)1999社会福祉法人　十字の江藤　秀顕 昭46. 6. 1内   歯   皮  診療所
     (126,016,3) 御殿場市深沢１４６５－１ 常　勤:    1園　理事長　平井　章 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443121,019,6 御殿場市救急医療セン〒412-0027 0550(83)1111御殿場市救急医療セン斉藤　昌一 昭58. 5.21内   小   外  診療所
     ター 御殿場市西田中２３７番地の７ 常　勤:    4ター　御殿場市長　若 現存
     (医       4)林　洋平 平28. 5.21
     非常勤:  141
     (医     141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  444121,020,4 医療法人社団青虎会　〒412-0045 0550(89)7872医療法人社団　青虎会小川　裕 昭60. 1. 1一般       168病院
     (121,009,3) フジ虎ノ門整形外科病御殿場市川島田字中原１０６７－常　勤:   18　理事長　土田　博和 療養        43現存
     院 １ (医      16) 平30. 4. 1整外 形外 脳外
     (歯       2) リハ 麻   リウ
     非常勤:   32 呼   循   消  
     (医      30) 神内 内   精  
     (歯       2) 心内 歯   外  
     他   放   ひ  
     歯外 
     美容外科　小児
     神経内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445121,022,0 上町医院 〒412-0028 0550(82)0395医療法人社団弘軌舎　江島　光彦 昭40.10. 1一般    診療所
     御殿場市御殿場字上町２４－１ 常　勤:    3上町医院　理事長　江 内   小   現存
     (医       3)島　光彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446121,023,8 宮下産婦人科医院 〒412-0043 0550(83)1103医療法人社団明産会宮宮下　明功 昭55. 5.15一般        16診療所
     御殿場市新橋８４７ 常　勤:    2下産婦人科医院　理事 産   婦   現存
     (医       2)長　宮下　明功 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447121,024,6 石川眼科医院 〒412-0026 0550-83-5656医療法人社団石積会　石川　友昭 平27. 2.27眼   診療所
     御殿場市東田中８５１－２ 常　勤:    1理事長　石川　友昭 移動 現存
     (医       1) 平27. 2.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448121,026,1 岡山医院 〒412-0045 0550(88)5700医療法人　社団　興医岡山　聖史 昭51.12. 1内   他   診療所
     御殿場市川島田１５６１番地－２常　勤:    2会　理事長　岡山　聖 現存
     (医       2)史 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449121,027,9 吉田胃腸科外科 〒412-0045 0550(82)0051医療法人　社団　吉富吉田　克己 昭59.12.15一般        19診療所
     御殿場市川島田２８７－３ 常　勤:    1美会　吉田胃腸科外科 外   胃   現存
     (医       1)　理事長　吉田　克己 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450121,028,7 医療法人社団親和会　〒412-0004 0550(88)0880医療法人社団　親和会勝田　洋一 平 6. 7. 1一般        19診療所
     勝田脳神経外科 御殿場市北久原１９６番地 常　勤:    1　理事長　西島　洋司 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  451121,029,5 御殿場石川病院 〒412-0023 0550(83)2424医療法人社団　駿栄会水野　正 平11.12. 1一般        46病院
     御殿場市深沢字込ノ原１２８５－常　勤:    5　理事長　石川　悦久 その他 介護       113現存
     ２ (医       5) 平29.12. 1内   外   整外
     非常勤:   14 ひ   リハ 他  
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452121,030,3 医療法人社団清陽会　〒412-0006 0550(89)5671医療法人社団　清陽会清水　允煕 平10. 5. 1療養        48病院
     富士山麓病院 御殿場市中畑字飯塚１９３２番地常　勤:    6　理事長　清水　允煕 組織変更 介護       120現存
     (医       4) 平28. 5. 1精   心内 
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453121,032,9 齋藤耳鼻咽喉科医院 〒412-0043 0550-84-1234医療法人社団　藤弘会齋藤　彰治 平12. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     御殿場市新橋６７０－１５ 常　勤:    1　理事長　齋藤　彰治 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454121,033,7 御殿場かいせい病院 〒412-0034 0550(87)3737医療法人社団千鳥会　笠原　彰夫 平12.10. 1療養        60病院
     御殿場市大坂５７番地の８ 常　勤:    5理事長　須田　嵩 組織変更 一般        60現存
     (医       3) 平24.10. 1内   皮   リハ
     (薬       2) 放   
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455121,034,5 ファミリークリニック〒412-0026 0550-81-5566医療法人社団わかば　田内　守之 平14. 1. 1小   アレ 内  診療所
     たうち小児科医院 御殿場市東田中２０１７ー３ 常　勤:    1理事長　田内　守之 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456121,035,2 ひまわり呼吸器科 〒412-0051 0550-87-8288医療法人社団　花神会金山　一郎 平15. 5. 1内   呼   小  診療所
     御殿場市富士見原１－１－３ 常　勤:    1　理事長　金山　一郎 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457121,036,0 阿部ひ尿器科 〒412-0019 0550-84-0012医療法人社団　阿部ひ阿部　良悦 平15. 8. 1内   ひ   診療所
     御殿場市山尾田１２７－１ 常　勤:    1尿器科　理事長　阿部 組織変更 現存
     (医       1)　良悦 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458121,037,8 医療法人社団淳和会　〒412-0026 0550-84-0106医療法人社団　淳和会藤山　拓也 平20.12. 1一般        19診療所
     前田脳神経外科 御殿場市東田中１８７１ 常　勤:    3　理事長　前田　隆寛 移動 脳外 現存
     (医       3) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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  459121,038,6 医療法人　社団　富井〒412-0039 0550-84-3322医療法人社団　富井医富井　明望 平16. 4. 1内   外   皮  診療所
     医院 御殿場市竃字天神前７０８ー１ 常　勤:    2院　理事長　富井　明 組織変更 小   こう アレ現存
     (医       2)望 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460121,039,4 岩瀬内科医院 〒412-0041 0550-80-5500医療法人社団　良信会岩瀬　信生 平17. 8. 1内   循   診療所
     御殿場市茱萸沢７４５－１ 常　勤:    1　理事長　岩瀬　信生 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461121,041,0 東山クリニック 〒412-0026 0550-82-1000医療法人社団　東山悠吉田　典昭 平19. 1. 1内   胃   外  診療所
     御殿場市東田中１４３１－１５ 常　勤:    1愛　理事長　吉田　典 組織変更 リハ 現存
     (医       1)昭 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462121,042,8 安田内科小児科医院 〒412-0026 0550-84-3838医療法人社団　敏求会安田　敏男 平19. 4. 1内   小   胃  診療所
     御殿場市東田中２ー１３ー１５ 常　勤:    1　理事長　安田　敏男 組織変更 放   リハ アレ現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463121,043,6 公益社団法人有隣厚生〒412-0041 0550(89)8000公益社団法人有隣厚生矢吹　俊一 平19. 4. 1一般 病院
     会　東部病院 御殿場市茱萸沢１１８０－２ 常　勤:    5会　理事長　若林　庸 交代     一般    60現存
     (医       4)道 平25. 4. 1内   消   循  
     (薬       1) 外   整外 形外
     非常勤:   25 ひ   リハ 放  
     (医      24)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464121,044,4 すずき整形外科クリニ〒412-0028 0550-84-5050医療法人社団すずき整鈴木　英之 平27. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     ック 御殿場市御殿場３７２－２ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　鈴木　英之 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465121,045,1 お八幡医院 〒412-0004 0550-82-0343医療法人社団八幡会　勝又　厚 平28.11. 1内   小   リハ診療所
     御殿場市北久原６１７ 常　勤:    4理事長　勝又　厚 組織変更 現存
     (医       4) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466121,046,9 公益社団法人有隣厚生〒412-0021 0550-82-2035公益社団法人有隣厚生五十嵐　辰博 平29. 4. 1一般        19診療所
     会　共立産婦人科医院御殿場市二枚橋８－１ 常　勤:    2会　理事長　若林　庸 新規 産   婦   現存
     (医       2)道 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467121,047,7 医療法人社団厚紀会　〒412-0043 0550-81-5050医療法人社団　厚紀会松尾　厚 平30. 1. 1内   アレ 他  診療所
     松尾クリニック 御殿場市新橋１９１２－６ 常　勤:    1　理事長　松尾　厚 組織変更 呼吸器内科、消現存
     (医       1) 平30. 1. 1化器内科
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  468130,065,8 耳鼻咽喉科　崎川医院〒411-0907 0557-75-9131崎川　清秀 崎川　清秀 昭42. 7. 1耳い 気食 診療所
     駿東郡清水町伏見６４９ー３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469130,077,3 西村医院 〒411-0943 0559(71)6510西村　和男 西村　和男 昭45. 3. 1産婦 小   診療所
     駿東郡長泉町下土狩６－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470130,085,6 池田病院 〒411-0945 0559(86)1212池田　誠 池田　誠 昭48. 8. 1一般        46病院
     駿東郡長泉町本宿４１１－５ 常　勤:   10 療養        64現存
     (医       9) 平24. 8. 1外   他   内  
     (薬       1) 整外 リハ 脳外
     非常勤:   17 婦   放   リウ
     (医      15) 消化器内科、消
     (薬       2) 化器外科、循環
     器内科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471130,087,2 大沢整形外科医院 〒411-0943 0559(86)8102大沢　欣式 大沢　欣式 昭48.12. 1一般        18診療所
     駿東郡長泉町下土狩１０６３の２常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472130,107,8 柿田川医院 〒411-0904 0559(73)3601松本　豊久 松本　豊久 昭61. 4. 1内   呼   胃  診療所
     駿東郡清水町柿田１６８番４号 常　勤:    1 小   循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473130,109,4 りゅうじん医院 〒411-0943 0559(88)3133龍神　美穂 龍神　美穂 昭63. 6.15小   皮   診療所
     駿東郡長泉町下土狩５２０番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474130,111,0 すずき消化器科クリニ〒411-0917 0559(31)3666鈴木　昭一 鈴木　昭一 平 2. 3. 1胃   消   小  診療所
     ック 駿東郡清水町徳倉１６００－６ 常　勤:    1 外   小外 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475130,115,1 南寿堂医院 〒410-1304 0550(76)0088岩田　祥吾 岩田　祥吾 平 7. 2. 1内   診療所
     駿東郡小山町藤曲５４の１１５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476130,116,9 なかがわ医院 〒410-1312 0550-76-6000中川　靖夫 中川　靖夫 平 7. 4. 1内   胃   小  診療所
     駿東郡小山町菅沼６６２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  477130,119,3 山本整形外科循環器科〒411-0932 0559-89-8111山本　一貴 山本　一貴 平 9. 6. 1整外 循   リハ診療所
     駿東郡長泉町南一色４２５ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478130,122,7 まるやま小児科医院 〒411-0903 0559-81-8577丸山　和男 丸山　和男 平10. 7. 1小   アレ 診療所
     駿東郡清水町堂庭８９ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479130,123,5 アミクリニック眼科・〒411-0905 0559-81-3341岩渕　史郎 岩渕　史郎 平11. 3.15耳い 眼   診療所
     耳鼻咽喉科 駿東郡清水町長沢５８５ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480130,130,0 友成医院 〒410-1311 0550-76-0066友成　正明 友成　正明 平13. 9.15内   小   整外診療所
     駿東郡小山町小山２８７－７ 常　勤:    1 新規 皮   放   現存
     (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481130,134,2 なおし整形外科 〒411-0933 055-989-0704髙橋　直志 髙橋　直志 平16. 5. 1整外 診療所
     駿東郡長泉町納米里５１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482130,138,3 島田産婦人科医院 〒411-0907 055-972-6100島田　方義 島田　方義 平17. 9. 1一般        17診療所
     駿東郡清水町伏見３８－１ 常　勤:    2 移動 産   婦   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483130,142,5 やぐち内科・循環器科〒411-0907 055-973-3811谷口　安宏 谷口　安宏 平19.10.15内   循   診療所
     クリニック 駿東郡清水町伏見５１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484130,147,4 長泉ウロロジークリニ〒411-0941 055-980-6777松井　隆史 松井　隆史 平24. 3. 1ひ   診療所
     ック 駿東郡長泉町上土狩６９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485130,148,2 すぎやま眼科クリニッ〒411-0902 055-946-5069杉山　圭子 杉山　圭子 平24. 7. 1眼   診療所
     ク 駿東郡清水町玉川６１－２サント常　勤:    1 新規 現存
     ムーン柿田川　シネマ棟　１階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  486130,149,0 こうえい痛みのクリニ〒410-1313 0550-76-7777渡部　浩栄 渡部　浩栄 平25. 4. 1他   内   整外診療所
     ック 駿東郡小山町竹之下１３１２－３常　勤:    1 交代 麻   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487130,150,8 さはこ内科クリニック〒411-0942 055-999-3850佐波古　和博 佐波古　和博 平26. 5. 1内   診療所
     駿東郡長泉町中土狩５６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488130,151,6 清流クリニック 〒411-0903 055-941-8688岩澤　永子 岩澤　永子 平26.12. 1内   他   診療所
     駿東郡清水町堂庭字平嶋１８７－常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     ２ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489130,152,4 杉山医院 〒411-0907 055-972-3223杉山　和夫 杉山　和夫 平27. 1.16内   他   診療所
     駿東郡清水町伏見９ 常　勤:    1 交代 消化器内科、循現存
     (医       1) 平27. 1.16環器内科、呼吸
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490130,153,2 ひがしおかメディケア〒411-0904 055-941-8269東岡　宏明 東岡　宏明 平27. 5. 1他   脳外 内  診療所
     クリニック 駿東郡清水町柿田八丁田１８１－常　勤:    1 新規 救急科 現存
     ９ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491130,154,0 はとり眼科 〒411-0942 055-987-6789羽鳥　公将 羽鳥　公将 平27. 5. 1眼   診療所
     駿東郡長泉町中土狩３３７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492130,156,5 久道医院 〒411-0942 055-986-6387久道　勝也 久道　勝也 平29. 8.21内   皮   形外診療所
     駿東郡長泉町中土狩８７８－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493130,157,3 なめり竹山耳鼻咽喉科〒411-0933 055-980-4133竹山　昌孝 竹山　昌孝 平29.10. 1耳い 診療所
     クリニック 駿東郡長泉町納米里６７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494130,158,1 石川医院 〒411-0934 055-987-1300石川　英資 石川　英資 平30. 5. 1内   外   診療所
     駿東郡長泉町下長窪５６－１　下常　勤:    1 新規 現存
     山ビルあまだ１Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  495131,012,9 医療法人社団宏和会　〒411-0904 055-973-3221医療法人社団宏和会　坂本　泰三 平20. 4. 1一般        65病院
     岡村記念病院 駿東郡清水町柿田２９３番地の１常　勤:   19理事長　坂本　泰三 移動 他   心外 麻  現存
     (医      13) 平26. 4. 1循環器内科、心
     (薬       6) 臓リハビリテー
     非常勤:    9 ション科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496131,014,5 森本神経内科クリニッ〒411-0944 0559(76)5221医療法人社団啓祐会　森本　啓介 平 8. 8. 1一般        19診療所
     ク 駿東郡長泉町竹原３１３－１５ 常　勤:    1理事長　森本　啓介 組織変更 神内 内   リハ現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497131,015,2 自衛隊富士病院 〒410-1431 0550(75)2311防衛省　防衛大臣　小小池　啓司 平12. 4. 1一般 病院
     (131,003,4) 駿東郡小山町須走４８１ー２７ 常　勤:   12野寺　五典 新規     一般    50現存
     (医       9) 平30. 4. 1内   外   整外
     (歯       2) 歯   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498131,016,0 公益社団法人有隣厚生〒410-1326 0550(78)1200公益社団法人　有隣厚牧野　恒久 平12.10. 1一般        39病院
     会　富士小山病院 駿東郡小山町用沢４３７－１ 常　勤:    6生会　理事長　若林　 交代 介護        60現存
     (医       6)庸道 平24.10. 1内   外   整外
     非常勤:   15 眼   皮   リハ
     (医      15) 放   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499131,017,8 おおしろ整形外科クリ〒411-0903 0559-76-0027医療法人社団　徹真会徐　元教（大城博） 平13. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 駿東郡清水町堂庭１８４ー５ 常　勤:    1　理事長　大城　博 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500131,018,6 東富士病院 〒410-1431 0550(75)3801医療法人社団　沙羅　福田　雄志 平13. 4. 1精神        77病院
     駿東郡小山町須走１０９－５ 常　勤:    2理事長　福田　雄志 組織変更 内   精   神  現存
     (医       1) 平25. 4. 1小   心内 
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501131,020,2 静岡県立静岡がんセン〒411-8777 055-989-5222静岡県　静岡県知事　高橋　満 平14. 9. 1一般 特定機能
     (131,005,9) ター 駿東郡長泉町下長窪１００７番地常　勤:  149川勝　平太 新規     一般   615病院
     (医     143) 平26. 9. 1内   神内 外  現存
     (歯       3) 耳い 呼外 脳外
     (薬       3) 整外 形外 精  
     非常勤:  111 小   皮   ひ  
     (医     105) 婦   眼   リハ
     (歯       6) 病理 歯   麻  
     他   
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  502131,021,0 遠藤クリニック 〒411-0911 055-975-8801医療法人社団　健奨会遠藤　隆 平16. 1. 1一般        16診療所
     駿東郡清水町久米田１５９ー４ 常　勤:    1　理事長　遠藤　 組織変更 外   他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503131,022,8 つかだ医院 〒411-0903 055-983-1577医療法人社団　マルサ塚田　隆 平16. 8. 1一般    診療所
     駿東郡清水町堂庭１０９ー４ 常　勤:    1ト　理事長　塚田　隆 組織変更 ひ   内   皮  現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504131,023,6 医療法人社団修心会　〒411-0945 055-999-4810医療法人社団　修心会鬼頭　修 平16. 8. 1循   内   診療所
     鬼頭ハートクリニック駿東郡長泉町本宿３１４－１ 常　勤:    1　理事長　鬼頭　修 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505131,024,4 きくちクリニック 〒411-0951 0559-89-5788医療法人社団　きくち菊池　憲子 平17. 4. 1内   循   皮  診療所
     駿東郡長泉町桜堤３ー１ー５ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)菊池　憲子 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506131,025,1 柿田川第一クリニック〒411-0913 055-991-2022医療法人社団　道仁会中野　浩之 平18. 5.15ひ   診療所
     駿東郡清水町戸田５３－１５ 常　勤:    2　理事長　若林　道郎 新規 現存
     (医       2) 平30. 5.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507131,026,9 前川産婦人科クリニッ〒411-0934 055-999-0300医療法人社団　勇翔会前川　岩夫 平19. 4. 1一般        12診療所
     ク 駿東郡長泉町下長窪９８８－１１常　勤:    1　理事長　前川　岩夫 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508131,027,7 薬袋内科クリニック 〒411-0917 055-933-0148医療法人社団　幸徳会薬袋　一夫 平19. 5. 1内   他   診療所
     駿東郡清水町徳倉１００４ 常　勤:    1　理事長　薬袋　一夫 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509131,028,5 境医院 〒411-0944 055-975-8021医療法人社団　俊幸会境　幸夫 平19. 7. 1胃   外   皮  診療所
     駿東郡長泉町竹原３９７の４ 常　勤:    2　理事長　境　幸夫 組織変更 内   現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510131,029,3 清泉クリニック整形外〒411-0904 055-981-1936医療法人社団　ＳＥＩ杉原　隆之 平19. 9. 1整外 リハ 診療所
     科 駿東郡清水町柿田１９１－１ 常　勤:    2ＳＥＮ　理事長　脇元 組織変更 ペインクリニッ現存
     (医       2)　順一 平25. 9. 1ク外科
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  511131,030,1 医療法人社団鳳栄会　〒411-0907 055-983-6702医療法人社団鳳栄会　鄭　栄鳳 平22. 5. 1形外 美外 皮  診療所
     清水スキンクリニック駿東郡清水町伏見５１－８ 常　勤:    1清水スキンクリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　鄭　栄鳳 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512131,032,7 文ニューロクリニック〒411-0933 055-989-1919医療法人社団心愛会　文　隆雄 平24. 4. 1脳外 神内 診療所
     駿東郡長泉町納米里６７－３ 常　勤:    1理事長　文　隆雄 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513131,033,5 ウスイクリニック 〒411-0943 055-980-5580医療法人社団直優会　臼井　直行 平25. 1. 1一般         1診療所
     駿東郡長泉町下土狩１２９３－１常　勤:    1理事長　臼井　直行 組織変更 産婦 現存
     南駿農協下土狩ビル２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514131,034,3 桑名眼科クリニック 〒411-0943 0559(87)5575医療法人社団祐仁会　桑名　祐一郎 平25. 3. 1眼   診療所
     駿東郡長泉町下土狩３４６－１ 常　勤:    2理事長　桑名　祐一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515131,035,0 稲玉内科クリニック 〒411-0907 055-991-5111医療法人社団　健千会稲玉　英輔 平25. 4. 1内   消   循  診療所
     駿東郡清水町伏見７８８－１ 常　勤:    1　理事長　稲玉　英輔 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516131,036,8 南一色セントラル内科〒411-0932 055-980-5777医療法人社団　幸俊会財部　大輔 平26. 7. 1内   他   診療所
     駿東郡長泉町南一色２８３－１ 常　勤:    3　理事長　中西　幸二 組織変更 糖尿病内科、代現存
     (医       3) 平26. 7. 1謝内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517131,037,6 内藤耳鼻咽喉科クリニ〒411-0951 055-987-1717医療法人社団愛結夢　内藤　陸奥男 平28. 5. 1耳い 診療所
     ック 駿東郡長泉町桜堤１－８－１１ 常　勤:    1理事長　内藤　陸奥男 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518131,038,4 花メディカルクリニッ〒411-0943 055-987-9145医療法人社団花　理事植田　美加 平28. 7. 1内   神内 診療所
     ク 駿東郡長泉町下土狩１３７３－９常　勤:    2長　植田　美加 組織変更 現存
     　 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519131,039,2 ながいずみ島田耳鼻咽〒411-0943 055-939-8833医療法人社団クラール島田　國益 平29. 7. 1耳い 他   診療所
     喉科医院 駿東郡長泉町下土狩４４５－１５常　勤:    1会　理事長　島田　國 新規 気管食道・耳鼻現存
     (医       1)益 平29. 7. 1いんこう科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  520131,040,0 青木医院 〒411-0934 055-986-0999医療法人社団友厚会　青木　一雄 平29. 6. 1内   他   診療所
     駿東郡長泉町下長窪５６８の１ 常　勤:    2理事長　青木　一雄 組織変更 循環器内科、消現存
     (医       2) 平29. 6. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521140,017,7 三須産婦人科医院 〒410-1118 0559(93)0011三須　一衛 三須　一衛 昭53. 6.15産婦 診療所
     裾野市佐野８４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522140,030,0 芹沢耳鼻咽喉科クリニ〒410-1121 0559(93)8000芹澤　泰博 芹澤　泰博 平 2. 5. 1耳い 診療所
     ック 裾野市茶畑３１１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523140,031,8 高桑医院岩波診療所 〒410-1101 0559(97)0486高桑　博 高桑　博 平 3. 2.15一般         8診療所
     裾野市岩波９２ 常　勤:    1 内   小   外  現存
     (医       1) 平30. 2.15リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524140,034,2 須山診療所 〒410-1231 0559(98)0006平山　毅彦 平山　毅彦 平 5. 1. 1内   循   小  診療所
     裾野市須山５７０－１ 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525140,035,9 おぐち医院 〒410-1102 0559-92-6611小口　尚 小口　尚 平 6. 8. 1内   循   形外診療所
     裾野市深良４８０ 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526140,043,3 川田こどもクリニック〒410-1123 0559-95-2001川田　孝吉 川田　孝吉 平11.12.15小   アレ 診療所
     裾野市伊豆島田８３４ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.15
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527140,044,1 大坂屋クリニック 〒410-1118 0559-95-3100久保　貴史 久保　貴史 平12. 5. 1内   消   診療所
     裾野市佐野１０８２ー１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528140,047,4 込宮クリニック 〒410-1121 055-992-8686込宮　卓司 込宮　卓司 平15. 5. 1整外 リハ 診療所
     裾野市茶畑１５０２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529140,049,0 大庭内科・消化器科ク〒410-1118 055-995-1123大庭　堅太郎 大庭　堅太郎 平18. 9.15内   消   診療所
     リニック 裾野市佐野１０５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.15
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  530140,051,6 遠藤医院 〒410-1103 055-997-0533遠藤　真琴 遠藤　真琴 平30. 3.14ひ   皮   内  診療所
     裾野市葛山６９２－７ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平30. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531140,052,4 いとう眼科クリニック〒410-1118 055-946-6666伊藤　結香 伊藤　結香 平30. 5. 1眼   診療所
     裾野市佐野９３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532140,053,2 みつい眼科クリニック〒410-1121 055-992-5555三井　正博 三井　正博 平30. 6. 1眼   診療所
     裾野市茶畑１４９９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533141,001,0 裾野赤十字病院 〒410-1118 0559(92)0008日本赤十字社　社長　清水　真 昭53.10. 1一般       110病院
     裾野市佐野７１３番地 常　勤:   10近衞　忠煇 一般（感染） 現存
     (医       7) 平29.10. 1    感染     6
     (薬       3) 内   外   整外
     非常勤:   13 脳外 婦   小  
     (医      13) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534141,004,4 大橋内科・小児科医院〒410-1118 0559(93)2800医療法人社団裾野大橋大橋　正紀 平元. 4. 1一般    診療所
     裾野市佐野９３２－１ 常　勤:    2小児科医院　理事長　 内   小   消  現存
     (医       2)大橋　俊二 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535141,005,1 医療法人社団徳優会　〒410-1101 0559(97)3551医療法人社団　徳優会香山　永樹 昭63. 3. 1一般         9診療所
     かやま産科婦人科医院裾野市岩波１２４番地の２ 常　勤:    1　理事長　香山永樹 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536141,006,9 さくら胃腸科・外科 〒410-1107 0559-94-1008医療法人社団さくら会森本　俊雄 平 7.10.15一般        15診療所
     裾野市御宿字宿頭３２８ー２ 常　勤:    2　理事長　森本　俊雄 新規 他   現存
     (医       2) 平28.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537141,007,7 医療法人社団　いずみ〒410-1121 055-993-4760医療法人社団　いずみ杉山　憲義 平29.11. 3内   他   診療所
     内科クリニック 裾野市茶畑６０７－５ 常　勤:    2内科クリニック　理事 移動 呼吸器内科、消現存
     (医       2)長　杉山　憲義 平29.11. 3化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538141,008,5 田中クリニック 〒410-1123 0559-92-1881医療法人社団　日英会田中　日出和 平10. 8. 1外   胃   こう診療所
     裾野市伊豆島田８１０ー７ 常　勤:    1　理事長　田中　日出 組織変更 現存
     (医       1)和 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  539141,009,3 医療法人社団榮紀会　〒410-1107 0559(97)0200医療法人社団榮紀会　木本　紀代子 平10.10. 1療養       142病院
     東名裾野病院 裾野市御宿１４７２ 常　勤:    6理事長　木本　紀代子 組織変更 内   ひ   整外現存
     (医       3) 平28.10. 1リハ 
     (薬       3)
     非常勤:   25
     (医      23)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540141,010,1 医療法人社団真仁会　〒410-1111 0559-92-0811医療法人社団　真仁会寺川　俊典 平11. 4. 1内   診療所
     新井内科クリニック 裾野市久根５３７－２ 常　勤:    3　理事長　寺川　俊典 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541141,011,9 原医院 〒410-1118 055-992-1330医療法人社団　服寿会服部　壽々代 平17. 9. 2内   皮   精  診療所
     裾野市佐野１０４０ 常　勤:    1　理事長　服部　壽々 移動 心内 現存
     (医       1)代 平29. 9. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542141,012,7 ごとうレディースクリ〒410-1123 0559-92-7111医療法人社団　佑生会後藤　正人 平12. 8. 1一般        12診療所
     ニック 裾野市伊豆島田８３４ー２ 常　勤:    1　理事長　後藤　正人 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543141,013,5 裾野第一クリニック 〒410-1112 0559-95-2255医療法人社団　道仁会中村　雅人 平13. 1.15内   診療所
     裾野市公文名３０３ー７ 常　勤:    1　理事長　若林道郎 新規 現存
     (医       1) 平25. 1.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544141,015,0 医療法人社団オカニュ〒410-1128 055-995-1188医療法人社団　オカニ平馬　誠之 平16. 1. 1脳外 内   リハ診療所
     ーロケアクリニック　裾野市二ツ屋字広町１４０－１ 常　勤:    3ューロケアクリニック 組織変更 現存
     岡クリニック (医       3)　理事長　岡　考 平28. 1. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545141,016,8 さくま小児科クリニッ〒410-1121 055-992-6303医療法人社団　渓声会佐久間　進 平16. 8. 1小   診療所
     ク 裾野市茶畑３４－１ 常　勤:    1　理事長　佐久間　進 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  546141,017,6 医療法人社団　同愛会〒410-1118 055-993-0430医療法人社団　同愛会鈴木　州美 平26. 4. 1一般        17診療所
     　鈴木医院 裾野市佐野１４７１－１ 常　勤:    2　理事長　鈴木　茂能 移動 外   内   他  現存
     (医       2) 平26. 4. 1胃腸内科、肛門
     非常勤:    1 外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547141,018,4 清水館医院 〒410-1121 055-993-2323医療法人社団　清水会圓藤　通典 平19. 2. 1内   小   循  診療所
     裾野市茶畑１３６５－２ 常　勤:    2　理事長　圓藤　通典 その他 消   呼   ひ  現存
     (医       1) 平25. 2. 1リハ 放   
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548141,019,2 むらまつ眼科医院 〒410-1102 055-993-8855医療法人社団ムラマツ村松　知幸 平26. 1. 1一般         3診療所
     裾野市深良８０４－１ 常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 眼   現存
     (医       3)村松　知幸 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549141,020,0 杉山医院 〒410-1127 055-992-0028医療法人社団健樹会　杉山　茂樹 平29. 1. 1内   小   他  診療所
     裾野市平松５２２ 常　勤:    2理事長　杉山　茂樹 交代 消化器内科、循現存
     (医       2) 平29. 1. 1環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550141,021,8 医療法人社団愛弘会　〒410-1123 055-995-1010医療法人社団愛弘会　穴吹　弘毅 平30. 3. 1整外 リハ 他  診療所
     穴吹整形外科クリニッ裾野市伊豆島田８３１―１ 常　勤:    1理事長　穴吹　弘毅 組織変更 漢方内科 現存
     ク (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551210,067,7 小久保皮膚科泌尿器科〒418-0042 0544(27)4363小久保　一也 小久保　一也 昭42. 2. 1皮   ひ   診療所
     医院 富士宮市貴船町８番２２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552210,080,0 平野整形外科 〒418-0003 0544(27)4391平野　忠 平野　忠 昭46. 7. 1整外 診療所
     富士宮市ひばりが丘６５０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553210,088,3 富士宮医院 〒418-0063 0544(24)1010高橋　伸忠 小山　四郎 昭49.11. 1内   精   神  診療所
     富士宮市若の宮町３５４番地 常　勤:    3 循   現存
     (医       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    66 頁

  554210,098,2 片桐整形外科 〒418-0056 0544(23)1477片桐　耿 片桐　耿 平 6. 8.15一般        19診療所
     富士宮市西町２６－９ 常　勤:    1 その他 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555210,102,2 阿南胃腸科外科 〒418-0022 0544(26)8813阿南　晃 阿南　晃 昭56.11. 1一般        19診療所
     富士宮市小泉２１４５番地の７ 常　勤:    1 胃   外   皮  現存
     (医       1) 平29.11. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556210,103,0 安藤眼科医院 〒418-0031 0544(26)8833安藤　俊美 安藤　俊美 昭57. 1. 1眼   診療所
     富士宮市神田川町５番１１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557210,107,1 天神整形外科医院 〒418-0063 0544-26-8900天神　宏純 天神　宏純 昭57. 5. 1整外 診療所
     富士宮市若の宮町３９８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558210,110,5 北川内科医院 〒418-0054 0544(26)5953北川　安男 北川　安男 昭60. 2.27内   小   診療所
     富士宮市光町１０－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559210,111,3 竹川医院 〒418-0103 0544-54-0032竹川　康 竹川　康 昭60. 5. 1内   小   診療所
     富士宮市上井出１０６番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560210,113,9 天神眼科医院 〒418-0063 0544(23)7050天神　光充 天神　光充 昭61. 1. 1眼   診療所
     富士宮市若の宮町３３５番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561210,121,2 ヒロ・クリニック 〒418-0001 0544(22)0211廿樂　通徳 廿樂　通徳 平 3.12. 1内   精   神  診療所
     富士宮市万野原新田３９２３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562210,123,8 北山医院 〒418-0112 0544(58)6500高橋　敏信 高橋　敏信 平 4. 4.15胃   外   診療所
     富士宮市北山２６９５の２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563210,129,5 関　医院 〒418-0001 0544-25-1000関　泰 関　泰 平 9. 6. 1外   消   内  診療所
     富士宮市万野原新田３１０７ー１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564210,131,1 浦野内科クリニック 〒418-0002 0544-23-3011浦野　芳治 浦野　芳治 平10.12. 1内   消   診療所
     富士宮市中原町２１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
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  565210,132,9 いしかわ皮膚科 〒418-0061 0544-28-3355石川　高康 石川　高康 平11. 4. 1皮   アレ 診療所
     富士宮市北町６ー２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566210,133,7 戸塚内科クリニック 〒418-0065 0544-28-3456戸塚　盛計 戸塚　盛計 平11. 4. 1内   消   診療所
     富士宮市中央町１１ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567210,141,0 佐野内科クリニック 〒418-0075 0544-25-0022佐野　聡 佐野　聡 平14. 7. 1内   消   呼  診療所
     富士宮市田中町１８５－６ 常　勤:    1 新規 リウ 小   現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568210,145,1 あしざわ医院 〒418-0073 0544-25-7555芦澤　厚志 芦澤　厚志 平18.11.15内   循   診療所
     富士宮市弓沢町１３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569210,146,9 なかがわ眼科 〒418-0013 0544-29-6000中川　里佳 中川　里佳 平19. 2. 1眼   診療所
     富士宮市大岩２７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570210,147,7 南陽堂内科循環器科ク〒418-0058 0544-28-3010佐野　壮一 佐野　壮一 平19. 2.15内   循   診療所
     リニック 富士宮市穂波町１２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571210,149,3 さとうクリニック 〒418-0065 0544-28-1188佐藤　顕彦 佐藤　顕彦 平19. 9.15脳外 リハ 内  診療所
     富士宮市中央町１２－３ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572210,151,9 おいかわクリニック 〒418-0022 0544-21-1200及川　博 及川　博 平21. 5. 1消   内   こう診療所
     富士宮市小泉１９７５―１９ 常　勤:    1 新規 外   他   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573210,152,7 町田皮膚科クリニック〒418-0022 0544-25-6622町田　秀樹 町田　秀樹 平21. 6. 1皮   診療所
     富士宮市小泉１９７５―２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574210,153,5 岡村医院 〒418-0052 0544(26)8648岡村　文夫 岡村　文夫 平21. 5. 1内   消   診療所
     富士宮市淀平町３６９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575210,154,3 さいとう眼科医院 〒418-0026 0544-28-5615齋藤　憲 齋藤　憲 平22. 4. 1眼   診療所
     富士宮市西小泉町３０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  576210,156,8 シモタクリニック 〒418-0025 0544-21-9500霜多　広 霜多　広 平22. 5. 1呼   外   内  診療所
     富士宮市前田町１３７－５ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577210,157,6 戸田眼科医院 〒418-0005 0544-21-9666戸田　義喜 戸田　義喜 平22. 8. 1眼   診療所
     富士宮市宮原１２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578210,161,8 朝霧高原診療所 〒418-0108 0544-52-1111山本　竜隆 山本　竜隆 平23. 7. 1内   小   皮  診療所
     富士宮市猪之頭字人穴道１７７２常　勤:    1 交代 他   現存
     －２ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579210,162,6 いのうえ整形外科クリ〒418-0013 0544-23-7722井上　悟 井上　悟 平25.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 富士宮市大岩２７７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580210,163,4 さちスキンクリニック〒418-0056 0544-66-8891小池　幸子 小池　幸子 平25. 5. 1皮   形外 美外診療所
     富士宮市西町２３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581210,164,2 きのうち整形外科クリ〒418-0032 0544-26-1101木ノ内　秀和 木ノ内　秀和 平26. 4. 1整外 リハ 麻  診療所
     ニック 富士宮市浅間町３－１５ 新規 他   現存
     平26. 4. 1ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582210,165,9 野尻こどもファミリー〒418-0067 0544-24-1401豊田　茂 豊田　茂 平27. 1.31小   内   診療所
     クリニック 富士宮市宮町５ー３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583210,166,7 森岡内科クリニック 〒418-0033 0544-26-0770森岡　哲 森岡　哲 平28. 4. 1内   他   診療所
     富士宮市野中東町２４６ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平28. 4. 1分泌内科、肝臓
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584210,168,3 富士宮ごとう眼科 〒418-0056 0544-21-3100後藤　謙元 後藤　謙元 平29. 3. 1眼   診療所
     富士宮市西町２８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  585210,169,1 光町クリニック 〒418-0054 0544-27-0231飯塚　崇志 飯塚　崇志 平29. 4. 1皮   内   診療所
     富士宮市光町１３－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586211,009,8 富士宮市立病院 〒418-0076 0544(27)3151静岡県富士宮市　富士佐藤　洋 昭61. 4. 1一般       350病院
     富士宮市錦町３番１号 常　勤:   72宮市長　須藤　秀忠 内   小   外  現存
     (医      72) 平28. 4. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   45 ひ   産婦 眼  
     (医      45) 耳い 放   麻  
     他   
     循内・消外・病
     理診断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587211,011,4 指出泌尿器科 〒418-0057 0544(24)3511医療法人社団一秀会　指出　一彦 昭49. 8. 1一般        12診療所
     富士宮市朝日町９番５号 常　勤:    5指出泌尿器科　理事長 ひ   性   現存
     (医       5)　指出　一彦 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588211,012,2 医療法人社団東邦会牧〒418-0026 0544-23-3301医療法人社団東邦会牧牧野　政博 昭57. 7. 1耳い 気食 麻  診療所
     野医院 富士宮市西小泉町５０－１１ 常　勤:    1野医院　牧野　政博 休止
     (医       1) 平21.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589211,014,8 松本整形外科医院 〒418-0056 0544(23)7200医療法人社団英優会　松本　安司 昭62. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     富士宮市西町８番８号 常　勤:    1松本整形外科医院　松 現存
     (医       1)本　安司 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590211,016,3 一般財団法人富士脳障〒418-0021 0544(23)5155一般財団法人　富士脳谷島　健生 平元. 4. 1一般        80病院
     害研究所附属病院 富士宮市杉田２７０番地の１２ 常　勤:   17障害研究所　齋藤　勇 療養        80現存
     (医      12) 平28. 4. 1神内 循   脳外
     (薬       5) 麻   リハ 
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591211,017,1 永松医院 〒418-0077 0544(26)3070医療法人社団　秋明会永松　清明 平 8. 6. 1内   小   精  診療所
     富士宮市東町２６番８号 常　勤:    3　理事長　永松　清明 移動 心内 現存
     (医       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592211,018,9 医療法人社団哲栄会　〒418-0077 0544(26)5002医療法人社団哲栄会　後藤　愼介 昭39. 2.15胃   外   整外診療所
     後藤外科医院 富士宮市東町９番１号 常　勤:    1理事長　後藤　愼介 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平28. 8. 1放   
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  593211,019,7 谷口小児科医院 〒418-0073 0544-24-5715医療法人社団　いづみ谷口　和夫 平26.11.25小   内   診療所
     富士宮市弓沢町８００ 常　勤:    2会　理事長　谷口　和 移動 現存
     (医       2)夫 平26.11.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594211,020,5 天神産婦人科医院 〒418-0063 0544(24)1322医療法人社団　天神会天神　弘尊 昭57. 5. 1産婦 診療所
     富士宮市若の宮町３９８ 常　勤:    1　理事長　天神　弘尊 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595211,021,3 望月医院 〒418-0064 0544-27-2213医療法人社団わかば会望月　信幸 平 4. 1. 1内   小   診療所
     富士宮市元城町２０番１号 常　勤:    1　理事長　望月　信幸 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596211,022,1 加藤脳神経外科 〒418-0004 0544(26)6360医療法人社団　雄飛会加藤　康雄 平 3. 2.15一般         9診療所
     富士宮市三園平６６８－２ 常　勤:    1　理事長　加藤　康雄 内   外   脳外現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597211,023,9 三浦医院 〒418-0041 0544(26)3888医療法人社団　愛護会三浦　護之 昭51. 8.25内   胃   小  診療所
     富士宮市淀川町２９－１１ 常　勤:    2　理事長　三浦　護之 外   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598211,024,7 池谷皮膚科医院 〒418-0065 0544(23)3339医療法人社団　精栄会池谷　精司 平25. 5.23皮   診療所
     富士宮市中央町３－１４ 常　勤:    1　理事長　池谷　精司 移動 現存
     (医       1) 平25. 5.23
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599211,025,4 小田部産婦人科医院 〒418-0003 0544(23)1182医療法人社団那智　小小田部　徹 平 7. 1. 1一般        11診療所
     富士宮市ひばりが丘１６６ 常　勤:    1田部　徹 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600211,026,2 富士宮市救急医療セン〒418-0005 0544-24-9999静岡県富士宮市　富士三浦　護之 平 7. 4. 1内   小   外  診療所
     (211,003,7) ター 富士宮市宮原１２ー１ 常　勤:    4宮市長　須藤　秀忠 新規 歯   現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601211,027,0 東静脳神経センター 〒418-0026 0544(23)1801医療法人　社団　一就土居　一丞 平 7. 6. 1内   神内 リハ診療所
     富士宮市西小泉町１４番地の９ 常　勤:    1会　理事長　土居　一 組織変更 放   現存
     (医       1)丞 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    71 頁

  602211,028,8 宮本胃腸科外科クリニ〒418-0071 0544(27)4177医療法人　社団　仁善宮本　英雄 平22. 4. 1胃   外   皮  診療所
     ック 富士宮市東阿幸地３３１－１ 常　勤:    1会　理事長　宮本　英 移動 こう 放   現存
     (医       1)雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603211,029,6 池田クリニック 〒418-0114 0544(58)5558医療法人　社団　健新池田　祐司 平 7. 8. 1内   胃   診療所
     富士宮市下条１４８－１ 常　勤:    1会　理事長　池田　祐 組織変更 現存
     (医       1)司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604211,030,4 南富士病院 〒418-0005 0544(26)5197医療法人社団　仁信会窪田　裕輔 平 8. 6. 1精神       170病院
     富士宮市宮原３４８－１ 常　勤:    5　理事長　窪田　裕輔 組織変更 内   精   神  現存
     (医       3) 平29. 6. 1心内 
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605211,031,2 山口医院 〒418-0034 0544-22-7711医療法人　社団　山口山口　安三 平10. 2. 1ひ   内   性  診療所
     富士宮市黒田２１５ー９ 常　勤:    1医院　理事長　山口　 組織変更 皮   現存
     (医       1)安三 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606211,032,0 土谷医院 〒418-0022 0544(26)2839医療法人社団　仁恵会土谷　春仁 平10. 2. 1内   小   放  診療所
     富士宮市小泉４５４ー１ 常　勤:    1　理事長　土谷　春仁 組織変更 消   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607211,033,8 ジャトコ株式会社富士〒418-0111 0544-58-6711ジャトコ株式会社　取益田　和幸 平11.10. 1内   診療所
     宮地区診療所 富士宮市山宮３５０７－１６ 常　勤:    2締役社長　中塚　晃章 交代 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608211,034,6 原医院 〒418-0111 0544-58-5500医療法人社団　白雲会原　太平 平12. 1. 1一般         5診療所
     富士宮市山宮９５９－５ 常　勤:    1　理事長　原　太平 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1) 平30. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609211,035,3 池田医院 〒418-0051 0544-24-1446医療法人社団　博済会池田　雅一 平13. 1. 1耳い アレ 診療所
     富士宮市淀師１４５５ 常　勤:    1　理事長　池田　雅一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610211,037,9 米永医院 〒418-0061 0544(24)4905医療法人社団　東医心米永　俊一郎 平13. 4. 1内   精   神内診療所
     富士宮市北町７－５ 常　勤:    1身の会　理事長　米永 組織変更 心内 リウ アレ現存
     (医       1)　俊一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  611211,038,7 時田げんきクリニック〒418-0042 0544(26)5060医療法人社団時田げん時田　章史 平14. 2. 1内   小   診療所
     富士宮市貴船町６番１８号 常　勤:    2きクリニック　理事長 交代 現存
     (医       2)　時田　章史 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612211,039,5 佐野記念クリニック 〒418-0067 0544(27)1151医療法人社団　珊瑚会蕪木　倫彦 平14. 8. 1一般        19診療所
     富士宮市宮町１３－３０ 常　勤:    3　理事長　蕪木　倫彦 交代 内   神   消  現存
     (医       3) 平26. 8. 1小   外   整外
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613211,040,3 吉見内科クリニック 〒418-0001 0544-25-1112医療法人社団青葉会　小澤　恵 平24. 1. 1内   他   診療所
     富士宮市万野原新田３１１７－１常　勤:    1理事長　小松　勝利 移動 糖尿病内科、脂現存
     (医       1) 平30. 1. 1質代謝内科、内
     非常勤:    2 分泌内科、循環
     (医       2) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614211,041,1 富士宮中央クリニック〒418-0005 0544-22-6675医療法人社団　三賢会渕本　晃司 平15.11. 1一般        19診療所
     富士宮市宮原８８－６ 常　勤:    2　理事長　渕本　晃司 新規 内   外   リハ現存
     (医       2) 平27.11. 1他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615211,042,9 安田医院 〒418-0022 0544(26)2080医療法人社団　安田会安田　善典 平16. 3. 1内   小   放  診療所
     富士宮市小泉４２３－３ 常　勤:    1　理事長　安田　善典 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616211,043,7 西原内科循環器科医院〒418-0077 0544-24-3335医療法人社団　富岳循西原　健二 平16. 8. 1内   循   診療所
     富士宮市東町１０ー４ 常　勤:    1環器サイト　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)西原　健二 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617211,044,5 医療法人社団成徳会田〒418-0015 0544-22-6166医療法人社団　成徳会田中　洋介 平17. 8. 1内   胃   こう診療所
     中医院 富士宮市舞々木町７１１ー２ 常　勤:    1　理事長　田中　洋介 組織変更 外   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618211,045,2 板東レディースクリニ〒418-0021 0544-28-5800医療法人社団　愛生会板東　尚 平18. 1. 1一般        12診療所
     ック 富士宮市杉田１０１６ー７ 常　勤:    1　理事長　板東　尚 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619211,046,0 みみ・はな・のど　神〒418-0031 0544-22-2424医療法人社団　みみ・島尻　英樹 平19. 5. 1耳い 診療所
     田川クリニック 富士宮市神田川町１２－６ 常　勤:    1はな・のど神田川クリ 組織変更 現存
     (医       1)ニック　理事長　島尻 平25. 5. 1
     　英樹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  620211,047,8 協愛医院 〒418-0067 0544-26-2710医療法人社団　優仁会佐野　眞一 平19.11. 1一般         2診療所
     富士宮市宮町８ー７ 常　勤:    2　理事長　佐野　眞一 組織変更 耳い 気食 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621211,050,2 大宮望月クリニック 〒418-0066 0544-25-5338医療法人社団芽朗　理望月　孝典 平22.11. 1内   他   診療所
     富士宮市大宮町１８－２２ 常　勤:    1事長　望月　孝典 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622211,051,0 米山クリニック 〒418-0002 0544(24)6666医療法人社団米山クリ米山　秀彦 平22.11. 1内   精   神内診療所
     富士宮市中原町１４５ 常　勤:    1ニック　理事長　米山 組織変更 耳い 心内 現存
     (医       1)　秀彦 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623211,052,8 佐野医院 〒418-0022 0544(26)5450医療法人社団　心音　佐野　秀弥 平25. 4. 1内   他   小  診療所
     富士宮市小泉２１８６－５ 常　勤:    2理事長　佐野　秀弥 組織変更 胃腸内科（内視現存
     (医       2) 平25. 4. 1鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624211,053,6 ないとう整形外科クリ〒418-0026 0544-28-1200医療法人社団オステオ内藤　健一 平25.12. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 富士宮市西小泉町３１－６ 常　勤:    1ケア　理事長　内藤　 組織変更 現存
     (医       1)健一 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625211,054,4 谷口内科クリニック 〒418-0072 0544-23-7000医療法人社団谷口内科谷口　幹太 平25.12. 1内   他   診療所
     富士宮市矢立町９１０－４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 その他標榜科：現存
     (医       1)谷口　幹太 平25.12. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626211,055,1 浅間町眼科 〒418-0032 0544-25-3319医療法人しんあい会　安藤　広 平28.10. 1眼   診療所
     富士宮市浅間町１－８　イオンモ常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 新規 休止
     ール富士宮２階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627211,056,9 渡辺クリニック 〒418-0004 0544-21-1239医療法人社団渡辺クリ渡邉　政信 平29. 1. 1内   ひ   診療所
     富士宮市三園平４８８－２ 常　勤:    1ニック　理事長　渡邉 組織変更 現存
     (医       1)　政信 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628211,057,7 医療法人社団鵬友会フ〒418-0105 0544-54-1211医療法人社団鵬友会　根本　慎一郎 平29. 4. 3一般        60病院
     ジヤマ病院 富士宮市原６８３－１ 常　勤:    4理事長　池島　秀明 交代 療養        50現存
     (医       4) 平29. 4. 3内   神内 外  
     非常勤:   12 整外 リハ 放  
     (医      12)
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  629211,058,5 桜田医院 〒419-0314 0544-65-0071医療法人社団圭祐会　櫻田　祐文 平29.12. 1内   小   麻  診療所
     富士宮市大久保１４－１ 常　勤:    2理事長　櫻田　祐文 交代 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630211,059,3 富士宮ペインクリニッ〒418-0022 0544-21-9900医療法人社団光翔　理小林　光太郎 平30. 1. 1内   他   麻  診療所
     ク 富士宮市小泉１５３８－２３ 常　勤:    1事長　小林　光太郎 組織変更 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平30. 1. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631216,008,5 一般財団法人　富士心〒418-0035 0544(26)8101財団法人　富士心身リ高橋　伸忠 平 4. 5. 1精神       240病院
     (216,008,1) 身リハビリテーション富士宮市星山１１２９ 常　勤:    4ハビリテーション研究 精   神   心内現存
     研究所附属病院 (医       3)所　理事長　髙橋　伸 平28. 5. 1内   歯   
     (薬       1)忠
     非常勤:   13
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632220,027,9 佐藤内科医院 〒419-0316 0544-65-0995佐藤　周三 佐藤　周三 昭52. 7. 1内   小   放  診療所
     富士宮市羽鮒５８３番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633220,028,7 青木クリニック 〒419-0317 0544-65-3615青木　秀夫 青木　秀夫 平15. 3.15内   呼   診療所
     富士宮市内房３２１５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634230,155,6 池田産婦人科医院 〒417-0862 0545(21)2228池田　一夫 池田　一夫 昭52.10. 1一般         5診療所
     富士市石坂４１５－１５ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635230,156,4 犬塚内科医院 〒417-0851 0545(21)3481犬塚　弘 犬塚　弘 昭53. 3. 1内   小   放  診療所
     富士市富士見台６丁目３番３号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636230,158,0 竹澤胃腸科外科医院 〒416-0945 0545(63)7373竹澤　二郎 竹澤　二郎 昭53. 8. 1胃   外   皮  診療所
     富士市宮島２８－２７ 常　勤:    1 こう 放   麻  現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637230,165,5 佐野整形外科医院 〒419-0205 0545-71-6200佐野　義紀 佐野　義紀 昭56. 4.15整外 リハ 診療所
     富士市天間１３４９－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638230,168,9 寺元医院 〒417-0073 0545(53)2367寺元　完 寺元　完 昭56. 8. 1皮   ひ   診療所
     富士市浅間本町１１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    75 頁

  639230,170,5 望月産婦人科医院 〒417-0847 0545(34)0445吉川　充 吉川　充 昭58. 2. 1一般        15診療所
     富士市比奈１－８５６ 常　勤:    1 産婦 内   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640230,175,4 北條整形外科医院 〒417-0022 0545(52)1868北條　博 北條　博 昭60. 5. 1内   整外 診療所
     富士市依田原町８番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641230,177,0 長谷川産婦人科医院 〒417-0051 0545(53)7575長谷川　進 長谷川　進 昭61. 3.15産婦 他   診療所
     富士市吉原５－３－１８ 常　勤:    1 産婦人科（生殖現存
     (医       1) 平28. 3.15医療）・女性内
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642230,181,2 岩科内科医院 〒416-0906 0545(64)4750岩科　通 岩科　通 昭62. 4. 1内   小   診療所
     富士市本市場１０６０番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643230,186,1 柳沢クリニック 〒417-0061 0545(21)8788柳沢　宗利 柳沢　宗利 昭63. 8. 1内   外   ひ  診療所
     富士市伝法５７４～７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644230,188,7 原内科クリニック 〒416-0909 0545(61)0988原　清 原　清 平元. 3. 1内   診療所
     富士市松岡６７６番地１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645230,189,5 小林医院 〒417-0846 0545(33)0660小林　聖明 小林　聖明 平元. 8. 1内   胃   小  診療所
     富士市今井１丁目１番２１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646230,191,1 磯部クリニック 〒417-0825 0545(38)3910磯部　俊一 磯部　俊一 平 3. 4. 1内   胃   小  診療所
     富士市川尻１９３ 常　勤:    2 外   整外 麻  現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647230,193,7 高木内科循環器科医院〒417-0826 0545-34-2755髙木　茂人 髙木　茂人 平 3.10.15内   循   診療所
     富士市中里９３４－４０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648230,199,4 渡辺クリニック 〒417-0852 0545(22)1500渡辺　正規 渡辺　正規 平 6. 6. 1内   小   眼  診療所
     富士市原田２２４８番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  649230,202,6 前田整形外科医院 〒417-0808 0545-22-0068前田　勝久 前田　勝久 平 7. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     富士市一色２１８ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650230,203,4 川上内科医院 〒417-0001 0545-52-5121川上　幸夫 川上　幸夫 平 7. 4. 1内   リハ 診療所
     富士市今泉３ー１０ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651230,204,2 朝岡眼科医院 〒417-0001 0545(52)0745朝岡　守 朝岡　守 平 7. 4. 1一般         2診療所
     富士市今泉３丁目１０－５ 移動 眼   現存
     平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652230,205,9 かみで耳鼻咽喉科クリ〒417-0061 0545(53)3321上出　洋介 上出　洋介 平15. 2. 1耳い 気食 診療所
     ニック 富士市伝法２４３３－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653230,206,7 ロゼ　レディース　ク〒416-0953 0545-60-5747遠藤　守 遠藤　守 平 7.10. 1一般         3診療所
     リニック 富士市蓼原町１６３０ 常　勤:    1 新規 内   婦   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654230,207,5 渡辺医院 〒417-0051 0545-52-0340渡邉　康行 渡邉　康行 平 7.11. 1内   胃   小  診療所
     富士市吉原５ー１ー１５ 常　勤:    2 新規 外   現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655230,212,5 キタザト　クリニック〒419-0201 0545-72-5000渡邊　一 渡邊　一 平 9. 4. 1消   外   内  診療所
     富士市厚原１９４１ー３ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656230,215,8 富士クリニック 〒416-0954 0545-63-1811朝倉　光司 朝倉　光司 平10. 6. 1眼   診療所
     富士市本市場町９７８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657230,217,4 善得クリニック 〒417-0001 0545-51-8733金子　康寛 金子　康寛 平10.10. 1耳い 診療所
     富士市今泉５ー１３ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658230,218,2 富子医院 〒417-0852 0545-53-7122柴田　圀彦 柴田　圀彦 平11. 4. 1小   診療所
     富士市原田１２７２－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659230,222,4 望月医院 〒419-0201 0545-71-3392望月　衛 望月　衛 平12. 1. 1内   循   小  診療所
     富士市厚原７５５ー４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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  660230,226,5 ふじ心療クリニック 〒416-0923 0545-65-3790高山　大起 高山　大起 平12. 4.15心内 精   神  診療所
     富士市横割本町１６ー１６イナバ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661230,230,7 勝又医院 〒417-0043 0545-54-2228勝又　秀樹 勝又　秀樹 平12.12. 1内   小   循  診療所
     富士市荒田島町６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662230,231,5 青葉クリニック 〒417-0808 0545-22-6000鈴木　勝己 鈴木　勝己 平12.12.15内   小   リハ診療所
     富士市一色１２８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663230,232,3 荒井整形外科医院 〒416-0904 0545-65-8150荒井　毅 荒井　毅 平13. 1.15整外 リハ リウ診療所
     富士市本市場新田６１ー９ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664230,236,4 杉浦眼科 〒416-0955 0545-65-8500杉浦　毅 杉浦　毅 平13.10.15眼   診療所
     富士市川成新町２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.10.15
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665230,237,2 吉見整形外科 〒417-0815 0545-39-1139吉見　秀一 吉見　秀一 平14. 1.15整外 リハ 診療所
     富士市増川４４４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666230,238,0 久保田内科クリニック〒416-0905 0545-60-7070久保田　敏彦 久保田　敏彦 平14. 4. 1内   小   他  診療所
     富士市五味島２７６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667230,239,8 上田クリニック 〒417-0043 0545-54-1771上田　正山 上田　正山 平14. 4. 1ひ   外   診療所
     富士市荒田島町９ー２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668230,242,2 わたなべ耳鼻咽喉科医〒416-0909 0545-65-6787渡邉　靖夫 渡邉　靖夫 平14.10. 1耳い 診療所
     院 富士市松岡４０８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669230,243,0 井手内科医院 〒416-0909 0545(61)9155井手　潔 井手　潔 平14.12. 1内   放   循  診療所
     富士市松岡１１５７ 常　勤:    1 交代 胃   呼   現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  670230,244,8 遠藤内科医院 〒417-0049 0545-52-6460遠藤　繁 遠藤　繁 平14.12. 1内   呼   アレ診療所
     富士市緑町２番１２号 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671230,246,3 中西小児科クリニック〒417-0809 0545-36-1101野田　洋子 野田　洋子 平15. 4. 1小   診療所
     富士市中野４２９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672230,248,9 せきクリニック 〒417-0061 0545-73-2332関　暢彦 関　暢彦 平15. 7. 1内   胃   外  診療所
     富士市伝法６５６－１ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673230,253,9 中央公園クリニック 〒416-0913 0545-61-2102窪田　幸久 窪田　幸久 平21.12. 1精   心内 診療所
     富士市平垣本町１３－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674230,254,7 土屋医院 〒417-0051 0545(52)0559土屋　厚子 土屋　厚子 平17. 1. 1内   小   診療所
     富士市吉原３丁目１０番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675230,256,2 里和耳鼻咽喉科医院 〒417-0061 0545-23-1133里和　一仁 里和　一仁 平18. 5.15耳い 診療所
     富士市伝法１４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676230,257,0 船津クリニック 〒416-0955 0545-65-7272船津　雅幸 船津　雅幸 平18.12. 1一般         2診療所
     富士市川成新町２９５ 常　勤:    2 新規 婦   内   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677230,260,4 トータルファミリーケ〒416-0906 0545(61)0119北西　史直 北西　史直 平19. 4. 1一般         1診療所
     ア　北西医院 富士市本市場１４８の１ 常　勤:    2 交代 内   小   婦  現存
     (医       1) 平25. 4. 1心内 整外 皮  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678230,261,2 幸治小児科医院 〒419-0203 0545(71)3643幸治　淳 幸治　淳 平19. 6.11小   診療所
     富士市鷹岡本町４番３０号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679230,263,8 山崎医院 〒419-0201 0545-71-3315山崎　聖二 山崎　聖二 平20. 1. 1胃   外   内  診療所
     富士市厚原６７５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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  680230,266,1 平野医院 〒419-0201 0545(71)6611平野　眞彦 平野　眞彦 平20. 8. 1内   外   循  診療所
     富士市厚原６４ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681230,268,7 米本皮フ科医院 〒417-0057 0545-32-7111米本　広明 米本　広明 平21. 4. 1皮   診療所
     富士市瓜島町３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682230,270,3 長谷川耳鼻咽喉科医院〒417-0073 0545-30-8733長谷川　剛 長谷川　剛 平21.10. 1耳い 診療所
     富士市浅間本町１－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683230,271,1 よねのみやクリニック〒416-0951 0545-30-9029望月　美和 望月　美和 平21.12. 1心内 精   診療所
     富士市米之宮町１３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684230,272,9 たかひろ耳鼻咽喉科医〒416-0945 0545-66-5100渡邉　高弘 渡邉　高弘 平22. 1. 1耳い 診療所
     院 富士市宮島１８３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685230,273,7 しんふじ耳鼻咽喉科ク〒416-0955 0545-65-0600中嶋　美帆 中嶋　美帆 平22. 1. 1耳い 診療所
     リニック 富士市川成新町３７５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686230,274,5 つちや耳鼻咽喉科医院〒419-0201 0545-30-8003土屋　智 土屋　智 平22. 2. 1耳い アレ 診療所
     富士市厚原５８９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687230,275,2 広川内科クリニック 〒417-0001 0545-23-0505広川　雅彦 広川　雅彦 平22. 2. 1内   消   診療所
     富士市今泉３１２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688230,276,0 みやかわ内科・外科ク〒417-0864 0545-23-3800宮川　朗 宮川　朗 平22. 3. 1内   リハ 他  診療所
     リニック 富士市広見本町２－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689230,277,8 喜山整形ハーブクリニ〒416-0946 0545-32-6677喜山　克彦 喜山　克彦 平22. 6. 1整外 リハ 他  診療所
     ック 富士市五貫島６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690230,278,6 まつうらクリニック 〒416-0909 0545-64-2255松浦　裕 松浦　裕 平22. 7. 1内   他   診療所
     富士市松岡１３５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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  691230,279,4 安どうクリニック 〒416-0946 0545-30-8181安藤　亨 安藤　亨 平23. 4. 1内   外   放  診療所
     富士市五貫島６９ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692230,283,6 山城メディカルクリニ〒416-0903 0545-30-7222山城　敬史 山城　敬史 平24. 6. 1内   外   他  診療所
     ック 富士市松本字砂田５１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693230,284,4 山本　康孝循環器内科〒417-0001 0545-55-0101山本　康孝 山本　康孝 平24. 9. 1他   内   診療所
     ・内科クリニック 富士市今泉５－１２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694230,285,1 富士見大通り皮膚科 〒416-0955 0545-62-1788八木　菜穂子 八木　菜穂子 平24. 9. 1皮   診療所
     富士市川成新町３７６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695230,286,9 富士レディースクリニ〒417-0852 0545-21-1111中山　真人 中山　真人 平25. 4. 1一般 診療所
     ック 富士市原田２２５４－１ 常　勤:    1 新規     一般    14現存
     (医       1) 平25. 4. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696230,288,5 日乃出ごとう内科クリ〒417-0056 0545-55-1510後藤　哲男 後藤　哲男 平25. 6. 1内   他   診療所
     ニック 富士市日乃出町１８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697230,289,3 窪田レディースクリニ〒416-0916 0545-65-7077窪田　尚弘 窪田　尚弘 平26. 4. 1産婦 内   診療所
     ック 富士市平垣１００－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698230,292,7 戸田整形外科 〒419-0204 0545-73-2200戸田　保弘 戸田　保弘 平27. 5. 1整外 リハ 他  診療所
     富士市入山瀬７１０－１ 常　勤:    1 新規 リウ 内   現存
     (医       1) 平27. 5. 1ペインクリニッ
     非常勤:    1 ク外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699230,293,5 とみ皮膚科クリニック〒417-0862 0545-51-1030川村　都美 川村　都美 平27. 6. 1皮   診療所
     富士市石坂６８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
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  700230,294,3 野村クリニック 〒416-0907 0545-32-8159野村　郁男 野村　郁男 平28. 2. 1内   他   診療所
     富士市中島字竪堀北７９－１ 常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701230,295,0 どんぐり診療所 〒419-0201 0545-71-3995安田　寛二 安田　寛二 平28. 4. 1小   診療所
     富士市厚原８７９－９　 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702230,296,8 富士在宅診療所 〒416-0904 0545-63-6939新井　隆康 新井　隆康 平28. 6. 1内   心内 他  診療所
     富士市本市場新田３２－５ＳＴビ常　勤:    1 新規 老年精神科 現存
     ル１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703231,007,8 一般財団法人恵愛会　〒417-0026 0545(52)0780一般財団法人　恵愛会小里　俊幸 平19. 8. 6一般       151病院
     聖隷富士病院 富士市南町３－１ 常　勤:   16　理事長　山本　敏博 移動 内   小   外  現存
     (医      15) 平25. 8. 6整外 脳外 眼  
     (薬       1) ひ   耳い リハ
     非常勤:   26 放   皮   他  
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704231,009,4 富士市立中央病院 〒417-8567 0545(52)1131静岡県富士市　富士市柏木　秀幸 昭53.11. 1一般       504病院
     (231,010,8) 富士市高島町５０番地 常　勤:   93長　小長井　義正 一般（感染） 現存
     (医      72) 平29. 8.28             6
     (歯       3) 結核        10
     (薬      18) 内   他   神内
     非常勤:    1 精   循   心外
     (医       1) 小   外   整外
     形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 
     糖尿病・内分泌
     内科　他６科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705231,010,2 公益財団法人復康会　〒419-0205 0545(71)3370公益財団法人復康会　高木　啓 昭53. 6. 1精神       184病院
     鷹岡病院 富士市天間１５８５ 常　勤:    9理事長　石田　多嘉子 精   心内 現存
     (医       9) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  706231,013,6 医療法人財団新六会　〒417-0809 0545(35)0024医療法人財団新六会大窪田　博 昭52.12. 1精神       160病院
     大富士病院 富士市中野２４９－２ 常　勤:    7富士病院　理事長　荻 心内 精   神  現存
     (医       4)野　美重子 平28.12. 1
     (薬       3)
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707231,014,4 医療法人社団英志会　〒417-0045 0545(51)3751医療法人社団英志会　渡邉　英一郎 昭56. 2. 1一般        90病院
     富士整形外科病院 富士市錦町１－４－２３ 常　勤:   13理事長　渡邉　英一郎 整外 内   リウ現存
     (医       9) 平29. 2. 1リハ 麻   
     (薬       4)
     非常勤:   15
     (医      14)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708231,015,1 医療法人十全会　聖明〒417-0801 0545(36)0277医療法人　十全会　石古川　愛造 昭63. 4. 1精神       182病院
     病院 富士市大渕８８８番地 常　勤:    7橋　正彦 内   精   神  現存
     (医       5) 平30. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709231,016,9 富士市救急医療センタ〒417-0034 0545(51)0099富士市　富士市長　小磯部　俊一 昭63. 4. 1内   小   診療所
     ー 富士市津田２１７－２ 常　勤:    3長井　義正 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     非常勤:   91
     (医      91)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710231,017,7 医療法人社団　富士渡〒416-0939 0545-61-0655医療法人社団　富士渡渡邊　勉 平27. 1. 1一般        12診療所
     辺整形クリニック 富士市川成島２０６－１ 常　勤:    3辺整形クリニック　理 移動 整外 内   リハ現存
     (医       3)事長　渡邊　勉 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711231,018,5 医療法人社団長寿会　〒416-0908 0545(61)1907医療法人社団長寿会　長野　斗志克 昭35. 7.30一般        18診療所
     長野医院 富士市柚木２４２番地の１ 常　勤:    1理事長　長野　斗志克 眼   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712231,019,3 医療法人社団　富士岡〒417-0841 0545(34)0075医療法人社団富士岡秋秋山　欣丈 昭36.10.28胃   外   内  診療所
     　秋山医院 富士市富士岡１４５５番地 常　勤:    1山医院　秋山　欣丈 皮   こう 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  713231,020,1 藤井整形外科医院 〒416-0909 0545(61)7811医療法人社団　藤井会藤井　博章 昭44. 5. 1外   整外 リハ診療所
     富士市松岡１１２９番地 常　勤:    1　理事長　藤井　博章 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714231,021,9 医療法人　社団雄大会〒417-0055 0545(53)6885医療法人社団雄大会　米山　正美 昭59. 4.15耳い 診療所
     　よねやま耳鼻科医院富士市永田町１丁目１３２番１号常　勤:    1よねやま耳鼻科医院　 現存
     (医       1)理事長　米山　正美 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715231,022,7 医療法人社団弘仁会中〒417-0808 0545(21)7520医療法人社団弘仁会中清水　千枝 昭61. 4. 1一般         7診療所
     根クリニック 富士市一色４９５番地１号 常　勤:    2根クリニック　理事長 内   胃   外  現存
     (医       2)　清水　千枝 平28. 1. 1こう 皮   整外
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716231,023,5 医療法人社団富岳会　〒417-0809 0545(36)0321医療法人社団富岳会　小川　雅久 昭61. 5. 1内   小   診療所
     小川小児科内科医院 富士市中野５６８番地の４ 常　勤:    1小川小児科内科医院　 現存
     (医       1)理事長　小川　雅久 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717231,025,0 医療法人社団正秀会　〒417-0055 0545(53)8955医療法人社団正秀会　三村　正毅 昭53. 5. 1一般    診療所
     三村クリニック 富士市永田町２丁目６０番地 常　勤:    2理事長　三村　正毅 内   他   現存
     (医       2) 平28. 2. 1消化器内科、肛
     非常勤:    1 門内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718231,026,8 富士第一クリニック 〒417-0061 0545-23-1100医療法人社団道仁会　中村　一賀 平27. 2. 1内   診療所
     富士市伝法５６０ 常　勤:    1理事長　若林　道郎 移動 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719231,027,6 清水内科医院 〒417-0847 0545(34)0512医療法人社団五月会　清水　慶一 昭36. 9. 1内   診療所
     富士市比奈１２９６－１１ 常　勤:    1理事長　清水　慶一 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720231,031,8 公益財団法人復康会　〒416-0914 0545(64)7655公益財団法人復康会　久保田　真司 平15. 7. 1精   心内 診療所
     富士メンタルクリニッ富士市本町１－２－２０１ 常　勤:    2理事長　石田　多嘉子 移動 現存
     ク (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  721231,034,2 田辺整形外科医院 〒416-0954 0545(61)8410医療法人社団　恵稜会田邊　登崇 平28. 4.21整外 リハ 形外診療所
     富士市本市場町９９６ 常　勤:    1　理事長　田邊　登崇 移動 現存
     (医       1) 平28. 4.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722231,035,9 加藤医院 〒417-0847 0545(34)0011医療法人社団　彬会　畠山　治彦 昭39. 3.30一般         5診療所
     富士市比奈１６１３番地 常　勤:    2理事長　加藤　昌久 眼   内   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723231,037,5 鈴木整形外科医院 〒417-0853 0545(52)2213医療法人社団　鈴木整鈴木　恒文 昭40. 8. 1外   整外 皮ひ診療所
     富士市宇東川東町２番５号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 リハ 放   現存
     (医       1)鈴木　恒文 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724231,038,3 医療法人社団喜生会　〒417-0801 0545(36)2211医療法人社団喜生会　木島　金夫 昭63. 1.15療養       154病院
     (231,009,0) 新富士病院 富士市大渕字大峯３８９８－１ 常　勤:    9理事長　川上　正人 一般        52現存
     (医       8) 平30. 1. 1内   神内 他  
     (薬       1) リハ 皮   歯  
     非常勤:    2 消化器内科、腎
     (医       2) 臓内科、循環器
     内科、血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725231,039,1 佐野医院 〒416-0931 0545(61)1095医療法人社団　義湧会佐野　義夫 昭55. 1. 1内   小   他  診療所
     富士市蓼原８６５－１ 常　勤:    2　理事長　佐野　義夫 産婦 放   現存
     (医       2) 平24.11. 1消化器内科、乳
     非常勤:    2 腺外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726231,040,9 医療法人社団秀峰会　〒416-0907 0545(61)4050医療法人社団秀峰会　川村　武 平 3.12. 1一般        60病院
     川村病院 富士市中島３２７番地 常　勤:   13川村　統勇 他   内   外  現存
     (医       7) 平27.12. 1整外 麻   皮  
     (薬       6) 胃腸外科、胃腸
     非常勤:   35 内科、肛門外科
     (医      35) 、消化器外科　
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727231,043,3 小森眼科クリニック 〒417-0061 0545(21)0333医療法人社団　順栄会小森　雅彦 平 5. 4. 1一般         4診療所
     富士市伝法５６４－４ 常　勤:    1　理事長　小森雅彦 眼   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  728231,044,1 なかじま眼科 〒419-0204 0545(72)0011医療法人社団　富士青中島　徹 平 4.10. 1眼   麻   診療所
     富士市入山瀬９５５－５ 常　勤:    2陵会　理事長　中島　 現存
     (医       2)徹 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729231,046,6 瀬尾小児科内科医院 〒416-0911 0545(64)2189医療法人社団　究和会瀬尾　究 平 4. 1. 1小   内   アレ診療所
     富士市八幡町４番地３３号 常　勤:    1　理事長　瀬尾　究 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730231,047,4 中島産婦人科医院 〒417-0047 0545(51)4188医療法人　社団　康久中島　邦宣 平 6. 8. 1一般        12診療所
     富士市青島町１６０番地 常　勤:    2会　理事長　中島　康 組織変更 産婦 現存
     (医       2)治 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731231,049,0 中山医院 〒417-0057 0545(52)0265医療法人社団　こども中山　豊明 平28. 7.18小   内   診療所
     富士市瓜島町１０４－３ 常　勤:    1クリニック　中山医院 移動 現存
     (医       1)　理事長　中山　豊明 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732231,050,8 秋山小児科医院 〒417-0047 0545(52)1904医療法人社団　芳秋会秋山　美博 平 8. 2. 1小   放   アレ診療所
     富士市青島町２５４番地 常　勤:    1　理事長　秋山　美博 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733231,051,6 源太坂クリニック 〒417-0001 0545-57-5775医療法人社団　土屋会土屋　匠 平 8. 5. 1内   呼   循  診療所
     富士市今泉９ー７ー８ 常　勤:    1　土屋　匠 新規 小   放   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734231,052,4 加藤クリニック 〒417-0051 0545(53)0280医療法人　社団　瑠伽加藤　伸之輔 平 8.11. 1内   眼   診療所
     富士市吉原４－１０－１６ 常　勤:    1会　理事長　加藤　伸 組織変更 現存
     (医       1)之輔 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735231,053,2 加藤医院　吉原分院 〒417-0052 0545-57-3000医療法人社団　彬会　加藤　昌久 平13. 4. 1眼   診療所
     富士市中央町１ー９ー１３ 常　勤:    2理事長　加藤　昌久 移動 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    86 頁

  736231,054,0 武田ハートクリニック〒416-0945 0545-66-3161医療法人社団　武田会武田　博 平 9. 1. 1循   内   小  診療所
     富士市宮島８８－１０ 常　勤:    1　理事長　武田　博 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737231,056,5 広見医院 〒417-0801 0545(21)5089医療法人　社団　広見竹之下　政興 平 9. 8. 1内   小   精  診療所
     富士市大渕３９－１ 常　勤:    1会　理事長　竹之下　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)政興 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738231,058,1 田子浦クリニック 〒416-0933 0545-65-3011医療法人社団　一衛会西島　一典 平10. 8.15内   小   診療所
     富士市中丸１２９ー１ 常　勤:    2　理事長　西嶋　一衛 新規 現存
     (医       2) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739231,059,9 医療法人財団百葉の会〒417-0801 0545(36)2000医療法人財団百葉の会殷　祥洙 平10. 9. 1療養       192病院
     　湖山リハビリテーシ富士市大渕４０５－２５ 常　勤:   12　湖山　聖道 交代 介護    現存
     ョン病院 (医       9) 平28. 9. 1内   リハ 
     (薬       3)
     非常勤:   20
     (医      16)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740231,060,7 天間クリニック 〒419-0205 0545-72-0363医療法人社団　弘芳会渡辺　孝芳 平11. 2. 1内   呼   消  診療所
     富士市天間６９ー１ 常　勤:    1　理事長　渡辺　孝芳 組織変更 循   アレ 小  現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741231,061,5 米山記念病院 〒417-0051 0545(52)3060医療法人社団　安仁会米山　雅彦 平11. 4. 1一般        30病院
     富士市吉原４－６－５ 常　勤:    3　理事長　米山　雅彦 組織変更 療養        54現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   外   整外
     (薬       2) 循   リハ 
     非常勤:   14
     (医      12)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742231,062,3 小松クリニック 〒417-0061 0545-57-5225医療法人社団　青葉会小松　勝利 平11. 5. 1内   外   他  診療所
     富士市伝法１９８９ー６６ 常　勤:    3　理事長　小松勝利 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743231,063,1 ジャトコ株式会社富士〒417-0023 0545-57-2411ジャトコ株式会社　代西　賢一郎 平11. 7. 1内   診療所
     第１地区診療所 富士市吉原宝町１－１ 常　勤:    3表取締役社長　中塚　 交代 現存
     (医       3)晃章 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
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  744231,064,9 ジャトコ株式会社本社〒417-0001 0545-53-9532ジャトコ株式会社　代西　賢一郎 平11.10. 1内   診療所
     診療所 富士市今泉７００－１ 常　勤:    2表取締役社長　中塚　 交代 現存
     (医       2)晃章 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745231,065,6 柵山産婦人科医院 〒419-0201 0545-72-2626医療法人社団　つくし柵山　恵 平13. 1. 1一般        16診療所
     富士市厚原１３８７ー２ 常　勤:    1会　理事長　柵山　恵 組織変更 産婦 休止
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746231,067,2 鈴木医院 〒416-0903 0545(62)8555医療法人　社団　三仁鈴木　康将 平13. 5. 1内   胃   外  診療所
     富士市松本３１３－２５ 常　勤:    2会　理事長　鈴木　康 組織変更 こう リハ 現存
     (医       2)将 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747231,068,0 宮下医院 〒416-0913 0545(61)0376医療法人社団　雄健会宮下　正雄 平13. 6. 1一般        16診療所
     富士市平垣本町４番１号 常　勤:    3　理事長　宮下　正雄 組織変更 その他       3現存
     (医       2) 平25. 6. 1内   胃   外  
     (薬       1) こう 麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748231,069,8 鈴木内科医院 〒417-0061 0545(52)3736医療法人社団　鈴木内鈴木　淳 平14. 1. 1内   呼   循  診療所
     富士市伝法３０７５の１ 常　勤:    2科医院　理事長　鈴木 交代 現存
     (医       1)　淳 平26. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749231,070,6 木村内科医院 〒416-0944 0545(61)2478医療法人社団　木村内木村　昭洋 平14. 4. 1呼   内   消  診療所
     富士市横割１丁目１の２１ 常　勤:    3科医院　理事長　木村 交代 循   小   放  現存
     (医       3)　昭洋 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750231,071,4 大塚クリニック 〒417-0057 0545-57-1700医療法人社団　匠　理大塚　匠子 平17. 4.28眼   他   診療所
     富士市瓜島町８５ 常　勤:    1事長　大塚　匠子 移動 現存
     (医       1) 平29. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751231,072,2 海野皮フ科医院 〒416-0909 0545-65-0303医療法人社団　公優会海野　公成 平15. 4. 1皮   診療所
     富士市松岡６９５ー１海野ビル１常　勤:    1　理事長　海野　公成 組織変更 現存
     Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  752231,073,0 富士健診センター 〒416-0908 0545(64)4421医療法人社団　富士健今仁　剛正 平15. 4. 1内   外   胃  診療所
     富士市柚木３９２－５ 常　勤:    1診センター　理事長　 組織変更 循   放   婦  現存
     (医       1)今仁　剛正 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753231,074,8 たむらレディースクリ〒416-0951 0545-65-7777医療法人社団マタニテ田村　和司 平15. 5. 1一般        13診療所
     ニック 富士市米之宮町２５０ 常　勤:    1ィー・スクウェア　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)事長　田村　和司 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754231,075,5 山田医院 〒417-0052 0545-55-3100医療法人社団　秀生会山田　秀生 平15. 5. 1内   診療所
     富士市中央町１ー２ー６ 常　勤:    1　理事長　山田　秀生 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755231,076,3 宮﨑クリニック 〒416-0909 0545-66-3731医療法人社団　萌生会宮﨑　裕 平15. 8. 1一般         1診療所
     富士市松岡３００－１５ 常　勤:    2　理事長　宮﨑　裕 組織変更 内   消   小  現存
     (医       2) 平27. 8. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756231,077,1 月岡医院 〒417-0071 0545-52-7751医療法人社団　愛幸会月岡　佳久 平19. 7. 1内   小   他  診療所
     富士市国久保２－７－７ 常　勤:    3　理事長　月岡　佳久 移動 消化器内科、胃現存
     (医       3) 平25. 7. 1腸内科、内視鏡
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757231,080,5 富士いきいき病院 〒419-0205 0545-73-1919医療法人社団　紫苑会田中　博 平16. 6.15療養       197病院
     富士市天間字大久保１６４０－１常　勤:   13　理事長　田中　博 新規 内   他   整外現存
     (医      11) 平28. 6.15リハ 脳外 呼内
     (薬       2) 消内、循内
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758231,081,3 三日市整形外科 〒417-0073 0545-54-3311医療法人社団　オルト田中　俊也 平17. 1. 1整外 リハ 診療所
     富士市浅間本町３ー２２ 常　勤:    1俊　理事長　田中　俊 組織変更 現存
     (医       1)也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759231,082,1 武田産婦人科医院 〒416-0945 0545-63-5122医療法人社団　武田産武田　修 平17. 1. 1一般         8診療所
     富士市宮島３３０ー７ 常　勤:    2婦人科医院　理事長　 組織変更 産婦 現存
     (医       2)武田　修 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760231,083,9 かわむらこどもクリニ〒416-0951 0545-65-0050医療法人社団　三研会河村　研一 平17. 1. 1内   小   皮  診療所
     ック 富士市米之宮町２１１ 常　勤:    1　理事長　河村　研一 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  761231,084,7 樫村胃腸科外科 〒416-0908 0545(63)8881医療法人社団　楽美会樫村　弘隆 平17. 4. 1内   外   他  診療所
     富士市柚木１６７－３ 常　勤:    2　理事長　樫村　弘隆 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762231,085,4 飯泉ファミリークリニ〒417-0001 0545-53-1516医療法人社団真厚会　飯泉　哲哉 平17. 8.15小   内   アレ診療所
     ック 富士市今泉１－１３－２９ 常　勤:    1理事長　飯泉　哲哉 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763231,086,2 梅原クリニック 〒416-0948 0545-66-2411医療法人社団　フュー梅原　靖彦 平18. 1. 1消   外   内  診療所
     富士市森島４２３－１ 常　勤:    1チャープログレス　理 組織変更 こう 皮   リハ現存
     (医       1)事長　梅原　靖彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764231,087,0 ひなたクリニック 〒416-0948 0545-66-3150医療法人社団　ひなた日向　真一 平18. 1. 1内   小   診療所
     富士市森島１０５ー１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)日向　真一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765231,088,8 池辺クリニック 〒416-0955 0545-65-0250医療法人社団　楽佑会池邊　紳一郎 平21. 1. 5一般        19診療所
     富士市川成新町２５０ 常　勤:    2　理事長　池邊　紳一 移動 神内 内   リハ現存
     (医       2)郎 平27. 1. 5
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766231,089,6 医療法人社団一芦会　〒417-0052 0545-52-2480医療法人社団　一芦会芦川　英信 平19. 1. 1一般        39病院
     芦川病院 富士市中央町２－１３－２０ 常　勤:    3　理事長　芦川　英信 組織変更 療養        60現存
     (医       2) 平25. 1. 1内   胃   循  
     (薬       1) 外   整外 形外
     非常勤:    5 リハ こう 眼  
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767231,090,4 花崎眼科医院 〒416-0952 0545-66-0100医療法人社団　秀浩会花﨑　秀敏 平19. 1. 1一般        14診療所
     富士市青葉町３８ 常　勤:    2　理事長　花﨑　秀敏 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768231,092,0 医療法人社団たつえ会〒417-0809 0545-36-1800医療法人社団　たつえ中西　史憲 平19. 5. 1一般        13診療所
     　中西眼科クリニック富士市中野４２９ー８ 常　勤:    1会　理事長　中西　史 組織変更 眼   現存
     (医       1)憲 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769231,093,8 おぎの整形外科 〒419-0201 0545-73-1110医療法人社団　おぎの荻野　透 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     富士市厚原１３０６－９ 常　勤:    1　理事長　荻野　透 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  770231,094,6 東名富士クリニック 〒417-0061 0545-22-6530医療法人社団　泉会　杉山　義樹 平19. 7. 1内   他   精  診療所
     富士市伝法１７７－１ 常　勤:    2理事長　山岸　敬 新規 心内 ひ   現存
     (医       2) 平25. 7. 1腎臓内科　循環
     非常勤:    9 器内科　血管外
     (医       9) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771231,095,3 阿部眼科医院 〒416-0908 0545-61-5810医療法人社団　阿部眼阿部　素郎 平19. 8. 1眼   診療所
     富士市柚木３１４ 常　勤:    2科医院　理事長　阿部 組織変更 現存
     (医       2)　素郎 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772231,096,1 石原クリニック 〒417-0001 0545-55-2121医療法人社団　駿伸会石原　伸一 平19. 9. 1内   消   外  診療所
     富士市今泉２０２２－１２ 常　勤:    1　理事長　石原　伸一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773231,097,9 さくらが丘クリニック〒417-0809 0545-36-2866医療法人社団　さくら髙木　壯彦 平20.10. 1内   循   呼  診療所
     富士市中野５２７ー２７ 常　勤:    1が丘クリニック　理事 組織変更 消   小   現存
     (医       1)長　髙木　壯彦 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774231,098,7 横割皮ふ科クリニック〒416-0944 0545-65-4112医療法人　社団　三幸高橋　靖幸 平21.12. 1皮   診療所
     富士市横割３－１０－８ 常　勤:    1会　理事長　高橋　靖 組織変更 現存
     (医       1)幸 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775231,099,5 遠藤クリニック 〒417-0821 0545-34-0048医療法人社団敬和会　遠藤　徹 平22. 8. 1内   小   他  診療所
     富士市神谷５２７－１ 常　勤:    1理事長　遠藤　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776231,100,1 いそえ脳神経外科クリ〒416-0919 0545-62-1000医療法人社団明星会　磯江　士朗 平22.12. 1脳外 内   リハ診療所
     ニック 富士市松富町５１－１ 常　勤:    1理事長　磯江　士朗 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777231,101,9 かわぐち整形外科 〒416-0921 0545-63-1110医療法人社団薫風会　川口　慶 平23.11. 1整外 リハ リウ診療所
     富士市水戸島１２０－３ 常　勤:    1理事長　川口　慶 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778231,102,7 医療法人社団　照栄会〒417-0044 0545-57-6600医療法人社団照栄会　髙井　計弘 平23.11. 1内   ひ   皮  診療所
     　たかいクリニック 富士市高嶺町４－１０ 常　勤:    1理事長　髙井　計弘 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  779231,103,5 ロゼにじいろクリニッ〒416-0953 0545-61-2416医療法人財団新六会　坂上田　あずみ 平24. 4. 1心内 精   診療所
     ク 富士市蓼原町１６０５ 常　勤:    1理事長　荻野　美重子 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780231,104,3 医療法人社団勝優会す〒417-0003 0545-51-3001医療法人社団勝優会　齋藤　勝也 平25.12. 1内   診療所
     るがホームクリニック富士市依田橋町１１－９ 常　勤:    2理事長　齋藤　勝也 組織変更 現存
     (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781231,105,0 海野眼科医院 〒416-0909 0545-30-6260医療法人社団健光会　海野　貴光 平26. 4. 1眼   診療所
     富士市松岡４０２－１６ 常　勤:    1理事長　海野　貴光 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782231,106,8 ふじの町クリニック・〒416-0915 0545-32-7711医療法人社団ＦＵＪＩ河合　秀彦 平26. 5. 1内   脳外 神内診療所
     健診センター 富士市富士町１２－１２ 常　勤:    1　理事長　河合　秀彦 組織変更 リハ 他   現存
     (医       1) 平26. 5. 1漢方内科
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783231,107,6 べっぷ腎・泌尿器クリ〒416-0919 0545-66-3388医療法人社団秩智会　別府　正典 平26. 5. 1ひ   他   診療所
     ニック 富士市松富町５１－２ 常　勤:    1理事長　別府　正典 組織変更 腎臓内科 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784231,108,4 ももはクリニック石坂〒417-0862 0545-22-0800医療法人財団百葉の会安永　剛 平27. 4. 1内   整外 脳外診療所
     富士市石坂４２０－１ 常　勤:    1　理事長　湖山　聖道 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785231,109,2 岳南医院 〒416-0944 0545-61-2360医療法人社団育樹会　杉浦　宜樹 平27.11. 1内   他   小  診療所
     富士市横割４－２－１７ 常　勤:    1理事長　杉浦　宜樹 組織変更 循環器内科、呼現存
     (医       1) 平27.11. 1吸器内科、胃腸
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786231,110,0 佐野胃腸科外科医院 〒417-0809 0545-35-5566医療法人社団　蓮華会佐野　勝英 平28. 4. 1内   外   他  診療所
     富士市中野２５８ー４ 常　勤:    1　理事長　佐野　勝英 組織変更 肛門外科、胃腸現存
     (医       1) 平28. 4. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787231,111,8 富士南クリニック 〒416-0934 0545-30-7021医療法人社団岳大会　東郷　哲郎 平29. 7. 1眼   診療所
     富士市鮫島１１８－１０イオンタ常　勤:    1理事長　鈴木　智博 交代 現存
     ウン富士南１Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
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  788231,112,6 あらたじま　あいここ〒417-0043 0545-55-2221医療法人　礎和会　理中塚　哲三 平29. 9. 1心内 精   診療所
     クリニック 富士市荒田島町６－２５ 常　勤:    1事長　中塚　哲三 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789231,113,4 たなかメディカルスク〒417-0035 0545-55-0188医療法人医心会　理事田中　圭 平30. 5. 1他   内   外  診療所
     エア 富士市津田町１８３ 常　勤:    1長　田中　圭 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790310,110,4 金指医院 〒421-3306 0545(81)0020金指　公也 金指　公也 平 4. 1. 1内   外   放  診療所
     富士市中之郷８１４－６ 常　勤:    2 麻   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791310,112,0 松野こどもクリニック〒421-3303 0545-85-0555堀場　映子 堀場　映子 平12.10.15小   診療所
     富士市南松野２６８４ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792310,113,8 秀村外科内科医院 〒421-3301 0545(85)2211秀村　立五 秀村　立五 平14.12. 1内   消   外  診療所
     富士市北松野１３２８番地－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793310,115,3 宮沢内科医院 〒421-3306 0545(81)3211宮澤　正行 宮澤　正行 平20. 2.16内   診療所
     富士市中之郷７２９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794311,001,4 共立蒲原総合病院 〒421-3306 0545(81)2211共立蒲原総合病院組合西ケ谷　和之 昭53. 8. 1一般 病院
     富士市中之郷２５００番地の１ 常　勤:   28　小長井　義正     一般   175現存
     (医      19) 平28. 5. 1療養
     (薬       9)     療養    92
     非常勤:   55 内   呼内 他  
     (医      55) 小   外   呼外
     整外 脳外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い 麻   リハ
     放   神内 精  
     心内 
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795311,004,8 鮒橋医院 〒421-3104 0543(75)2784医療法人社団　鮒橋医鮒橋　建夫 昭62. 1.10内   呼   胃  診療所
     静岡市清水区由比北田４６７ 常　勤:    2院　理事長　鮒橋　建 消   循   小  現存
     (医       2)夫 平29. 5. 1リハ 
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  796311,005,5 五十嵐医院 〒421-3203 0543(85)2251医療法人社団啓心会　五十嵐　直人 平 2. 5. 1内   外   皮ひ診療所
     静岡市清水区蒲原３－１１－１３常　勤:    2理事長　五十嵐　直人 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797311,006,3 日野医院 〒421-3202 0543-85-2151医療法人社団銀杏会　日野　昌徳 平11. 8. 1内   小   診療所
     静岡市清水区蒲原新栄６６－２ 常　勤:    1理事長　日野　昌徳 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798320,113,6 望月産婦人科医院 〒424-0814 0543(67)0013望月　浦棲 望月　浦棲 昭36. 1. 1一般        19診療所
     静岡市清水区本郷町２番１５号 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799320,186,2 宮原内科医院 〒424-0844 0543(52)3644宮原　靖夫 宮原　靖夫 昭44. 6. 1内   胃   循  診療所
     静岡市清水区西高町１４番２２号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800320,208,4 東　クリニック 〒424-0806 0543(64)3999東　英明 東　英明 昭49. 8. 1心内 精   診療所
     静岡市清水区辻１丁目３番１８号 現存
     平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801320,218,3 神山整形外科医院 〒424-0821 0543(51)1313神山　英世 神山　英世 昭52. 6. 1一般        17診療所
     静岡市清水区相生町９ 常　勤:    1 整外 形外 リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802320,224,1 斉藤胃腸科外科医院 〒424-0853 0543(52)8222斉藤　全彦 斉藤　全彦 昭53.12. 1胃   外   診療所
     静岡市清水区月見町１０番２０号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803320,227,4 宇山医院 〒424-0912 0543(35)8588宇山　瑞穂 宇山　瑞穂 昭56. 1.15内   呼   消  診療所
     静岡市清水区殿沢２丁目６番２０常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804320,234,0 阪部小児科医院 〒424-0902 0543(34)0307阪部　嶺夫 阪部　嶺夫 昭58. 6. 1小   診療所
     静岡市清水区折戸一丁目２番３０常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805320,241,5 草薙・土屋外科医院 〒424-0886 0543(45)5438土屋　和弘 土屋　和弘 昭60. 9.15胃   循   外  診療所
     静岡市清水区草薙１－２５－３５常　勤:    1 心外 こう リハ現存
     (医       1) 平24. 9.15放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806320,242,3 草薙眼科 〒424-0888 0543(47)3839杉江　進 杉江　進 昭60.11. 1一般         4診療所
     静岡市清水区中之郷１丁目２－１常　勤:    1 眼   現存
     ７ (医       1) 平24.11. 1
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  807320,246,4 佐野内科医院 〒424-0212 0543(69)5000佐野　次穂 佐野　次穂 昭62. 1.15内   小   診療所
     静岡市清水区八木間町１８７１番常　勤:    2 現存
     地 (医       1) 平29. 1.15
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808320,248,0 北村眼科医院 〒424-0948 0543-53-1285北村　佐千子 北村　佐千子 昭62. 7.17眼   診療所
     静岡市清水区梅田町３番７号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809320,250,6 日比野医院 〒424-0206 0543(69)1079日比野　順子 日比野　順子 昭62.11. 1内   小   診療所
     静岡市清水区興津清見寺町７０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810320,254,8 アツミ胃腸科内科クリ〒424-0888 0543(47)5880渥美　清 渥美　清 昭63. 9.15内   胃   診療所
     ニック 静岡市清水区中之郷１丁目５番１常　勤:    1 現存
     １号 (医       1) 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811320,259,7 福地皮ふ科クリニック〒424-0886 0543(47)6263福地　君朗 福地　君朗 平 7. 4. 1皮   診療所
     静岡市清水区草薙２ー２６ー１１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812320,262,1 遠山内科医院 〒424-0826 0543-53-6789遠山　泰 遠山　泰 平 2. 6.15内   診療所
     静岡市清水区万世町１丁目３番２常　勤:    1 現存
     ５号 (医       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813320,263,9 渡辺外科医院 〒424-0884 0543(46)8105渡辺　善明 渡辺　善明 平 3. 4. 1一般    診療所
     静岡市清水区草薙一里山３番３３常　勤:    1 胃   外   整外現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814320,264,7 村上小児科 〒424-0884 0543(45)6712村上　仁 村上　仁 平 3. 5. 8内   小   婦  診療所
     静岡市清水区草薙一里山１９－７常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815320,265,4 向井内科循環器科クリ〒424-0886 0543(47)1020向井　英之 向井　英之 平 3. 8.15内   循   診療所
     ニック 静岡市清水区草薙１－１０－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816320,266,2 八千代クリニック 〒424-0946 0543(51)3366川口　茂 川口　茂 平 4. 7. 8内   小   皮  診療所
     静岡市清水区八千代町３番２４号常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  817320,268,8 磯貝医院 〒424-0886 0543(45)7543室井　正彦 室井　正彦 平 5. 4. 1内   胃   消  診療所
     静岡市清水区草薙１丁目１５番２常　勤:    1 循   外   気食現存
     ３号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818320,270,4 望月クリニック 〒424-0858 0543(52)4375望月　篤 望月　篤 平 6. 1. 1外   ひ   リハ診療所
     静岡市清水区大沢町２番１４号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819320,272,0 有原医院 〒424-0901 054-334-0634有原　徹 有原　徹 平 6. 3. 1内   精   神  診療所
     静岡市清水区三保９１５－２ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820320,275,3 小原医院 〒424-0879 0543(45)7563小原　英昭 小原　英昭 平 8.10. 1内   循   消  診療所
     静岡市清水区有度本町２番１５号常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821320,282,9 船越クリニック 〒424-0865 0543-53-7667川村　直見 川村　直見 平 9.12.15内   消   診療所
     静岡市清水区船越３－１０－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822320,286,0 わたなべ小児科クリニ〒424-0846 0543-44-2406渡邉　剛史 渡邉　剛史 平11.11.15小   診療所
     ック 静岡市清水区木の下町６７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823320,287,8 植田耳鼻咽喉科医院 〒424-0806 0543-65-5283植田　宏 植田　宏 平13. 8.20耳い 診療所
     静岡市清水区辻１ー３ー２６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824320,290,2 松浦整形外科 〒424-0872 0543-44-7500松浦　知史 松浦　知史 平13. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市清水区平川地７ー３０ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825320,291,0 佐々木クリニック 〒424-0008 0543-48-6606佐々木　寿彦 佐々木　寿彦 平13. 8. 1外   他   診療所
     静岡市清水区押切１７３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826320,294,4 福地外科循環器科医院〒424-0066 0543(45)2406福地　照元 福地　照元 平14. 7. 1一般        10診療所
     静岡市清水区七ツ新屋２丁目４番常　勤:    1 交代 内   呼   胃  現存
     １５号 (医       1) 平26. 7. 1循   外   整外
     こう リハ 消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  827320,295,1 あかさか整形外科 〒424-0846 0543(45)5757赤坂　理 赤坂　理 平14. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     静岡市清水区木の下町１９０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828320,296,9 浅野　医院 〒424-0846 0543-44-3000浅野　健 浅野　健 平14. 9. 1内   消   診療所
     静岡市清水区木の下町９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829320,297,7 長沢内科・胃腸科医院〒424-0831 0543(66)1754長沢　正史 長沢　正史 平15. 1. 1内   胃   診療所
     静岡市清水区入江１－１０－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830321,013,7 ＪＡ静岡厚生連　清水〒424-0114 0543(66)3333静岡県厚生農業協同組中田　恒 昭52. 5. 7一般       154病院
     厚生病院 静岡市清水区庵原町５７８－１ 常　勤:   24合連合会　代表理事理 内   小   外  現存
     (医      18)事長　宮瀬　雅司 平29.10. 1整外 リウ 脳外
     (薬       6) 皮   ひ   耳  
     非常勤:   21 婦   眼   放  
     (医      20) リハ 麻   他  
     (薬       1) 緩和ケア外科　
     乳腺外来　循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831321,023,6 医療法人清仁会　日本〒424-0917 0543(34)2135医療法人　清仁会　理加藤　亮太 昭45.11. 1精神       189病院
     平病院 静岡市清水区駒越２３５９－２４常　勤:    6事長　加藤　亮太 精   心内 現存
     (医       4) 平24.11. 1
     (薬       2)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832321,026,9 特別養護老人ホーム白〒424-0201 0543(69)2258社会福祉法人　清承会勝俣　 二 昭54. 7. 1内   診療所
     扇閣診療所 静岡市清水区承元寺町１３４１番常　勤:    2　理事長　池上　直美 現存
     地 (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833321,029,3 清水医師会診療所 〒424-0053 0543(48)0515一般社団法人　静岡市古澤　洋勝 昭62. 8.15内   診療所
     静岡市清水区渋川２丁目１２番１常　勤:    3清水医師会　会長　村 現存
     号 (医       3)上　仁 平29. 8.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  834321,030,1 山の上病院 〒424-0104 0543(63)1023医療法人社団　健寿会小石　敏興 昭63. 3.15療養 病院
     (421,003,3) 静岡市清水区草ケ谷６５１－７ 常　勤:    4　理事長　小高　孝治     療養   401現存
     (医       4) 平30. 3.15内   外   整外
     非常勤:   41 リハ 歯   
     (医      40)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835321,032,7 礒垣胃腸科外科医院 〒424-0204 0543(69)0541医療法人社団興栄会　礒垣　誠 昭40. 8. 1胃   外   診療所
     静岡市清水区興津中町１３９３番常　勤:    2礒垣胃腸科外科医院　 現存
     地の６ (医       2)理事長　礒垣　弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836321,033,5 草薙整形外科リウマチ〒424-0886 0543(45)6516医療法人社団　博惠会桃原　茂樹 昭43.11. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 静岡市清水区草薙２丁目２４－１常　勤:    3　理事長　水村　博光 現存
     ５ (医       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837321,035,0 医療法人社団産声会　〒424-0815 0543(66)0861医療法人社団産声会　庄司　潔 昭47. 2.18一般        19診療所
     庄司産婦人科 静岡市清水区江尻東１丁目４番１常　勤:    3理事長　庄司　靖 産婦 現存
     号 (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838321,036,8 宮地医院 〒424-0012 0543(64)5528医療法人社団博仁会　宮地　邦彦 昭52. 9. 1内   循   他  診療所
     静岡市清水区下野西７番７号 常　勤:    4理事長　宮地　邦彦 現存
     (医       4) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839321,038,4 小高整形外科 〒424-0806 054-364-5985医療法人社団小高会　小高　孝裕 平21. 3.23整外 リハ 診療所
     静岡市清水区 １丁目１５番３号常　勤:    1理事長　小高　孝治 移動 現存
     (医       1) 平27. 3.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840321,039,2 耳鼻咽喉科　まこし医〒424-0829 0543(53)6388医療法人社団恭成会　馬越　智浩 昭39. 4. 1耳い 診療所
     院 静岡市清水区巴町１４番１２号 常　勤:    2理事長　馬越　智浩 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841321,040,0 竹内クリニック 〒424-0841 0543(66)5576医療法人社団慈康会　竹内　康史 昭43. 4. 1胃   外   麻  診療所
     静岡市清水区追分２－７－１５ 常　勤:    2竹内　康史 内   現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842321,041,8 渡辺内科医院 〒424-0835 0543(52)2538医療法人　社団　浩栄渡邉　浩一 昭45. 7. 1内   循   胃  診療所
     静岡市清水区上清水町１１番１８常　勤:    2会　理事長　渡邉　浩 現存
     号 (医       2)一 平28. 6. 1
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  843321,042,6 医療法人　社団永仁会〒424-0815 0543(66)2722医療法人社団永仁会　吉永　治彦 昭34. 5.20内   診療所
     　吉永医院 静岡市清水区江尻東１丁目１番３常　勤:    2理事長　吉永　治彦 現存
     ８号 (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844321,043,4 三上医院 〒424-0113 0543(66)7207医療法人社団　康済会三上　誠 昭32.10. 1内   消   循  診療所
     静岡市清水区原５６－１２ 常　勤:    1　理事長　三上　誠 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845321,045,9 多々良産婦人科医院 〒424-0204 0543(69)0526医療法人社団彰実会　多々良　眞 昭45. 4. 1一般         4診療所
     静岡市清水区興津中町１３６２番常　勤:    1理事長　多々良　眞 産婦 現存
     地の６ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846321,047,5 片山耳鼻咽喉科医院 〒424-0911 0543(35)6533医療法人社団成蹊会　片山　洋一 昭53. 4.15耳い 診療所
     静岡市清水区宮加三５５１番地の常　勤:    1理事長　片山　洋一 現存
     ５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847321,048,3 青木内科医院 〒424-0206 0543(69)1040医療法人社団　耕孝会青木　孝夫 昭56. 6. 1内   胃   循  診療所
     静岡市清水区興津清見寺町１４３常　勤:    1　理事長　青木　孝夫 小   放   現存
     －１７ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848321,049,1 土川整形外科 〒424-0047 0543(65)2355医療法人社団　秀樹会土川　秀紀 昭57. 4. 1整外 リハ 診療所
     静岡市清水区鶴舞町４番１２号 常　勤:    1　理事長　土川秀紀 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849321,050,9 滝戸医院 〒424-0934 0543(34)1335医療法人社団清秀会　滝戸　直人 昭32.10. 1内   消   循  診療所
     静岡市清水区村松原１丁目２番５常　勤:    2滝戸医院　理事長　滝 放   脳外 現存
     号 (医       2)戸　直人 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850321,051,7 乾医院 〒424-0038 0543(66)0212医療法人社団真和会乾乾　哲也 昭45. 9. 1内   診療所
     静岡市清水区西久保１丁目６番２常　勤:    2医院　理事長　乾　哲 現存
     ２号 (医       1)也 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851321,053,3 佐倉耳鼻咽喉科医院 〒424-0884 0543(47)0953医療法人社団　秀洋会佐倉　伸洋 昭52.12. 1耳い 診療所
     静岡市清水区草薙一里山２２番１常　勤:    2　理事長　佐倉　伸洋 現存
     ５号 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852321,054,1 佐藤医院 〒424-0847 0543(47)2300医療法人社団　敬真会佐藤　敬治 昭56.11.15内   胃   外  診療所
     静岡市清水区大坪２丁目３番１２常　勤:    1　理事長　佐藤　敬治 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  853321,055,8 竹内医院 〒424-0829 0543(52)2285医療法人社団　竹内内竹内　健 昭38. 3.27リウ 循   内  診療所
     静岡市清水区巴町２番５号 常　勤:    3科　理事長　竹内　健 皮   現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854321,056,6 高良眼科医院 〒424-0833 0543(64)1010医療法人社団　翔武会高良　俊武 昭41. 1. 1眼   診療所
     静岡市清水区新富町８番２３号 常　勤:    3　理事長　高良　俊武 現存
     (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855321,057,4 松井医院 〒424-0828 0543(52)0755医療法人社団　千歳会松井　園生 昭63. 3. 1内   消   小  診療所
     静岡市清水区千歳町１４番３９号常　勤:    1　松井医院　理事長　 現存
     (医       1)松井　園生 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856321,058,2 高月医院 〒424-0835 0543-52-1068医療法人社団　高月医高月　誠 昭32.10. 1皮   ひ   こう診療所
     静岡市清水区上清水町３番１号 常　勤:    1院　理事長高月　誠 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857321,059,0 松永医院 〒424-0042 0543(66)0538医療法人社団　暁心会松永　元良 昭32.10. 1内   診療所
     静岡市清水区高橋南町７番６８号常　勤:    1　理事長　松永　元良 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858321,061,6 浅井内科医院 〒424-0854 0543(52)5862医療法人社団　俊友会浅井　寿彦 昭45.10. 1内   呼   循  診療所
     静岡市清水区中矢部町３番１５号常　勤:    1　理事長　浅井寿彦 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859321,062,4 ないとう内科・循環器〒424-0008 054-346-7155医療法人社団高部会　倉部　崇 平28.10. 1内   他   診療所
     内科 静岡市清水区押切２３８０ 常　勤:    1理事長　倉部　崇 移動 循環器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860321,064,0 宗内科医院 〒424-0886 054-348-1114医療法人社団健和会　宗　幹之 平26.12. 1内   他   診療所
     静岡市清水区草薙１３９ 常　勤:    1理事長　宗　幹之 移動 消化器内科、糖現存
     (医       1) 平26.12. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861321,065,7 伊藤医院 〒424-0872 054-345-7614医療法人社団　清源会伊藤　保源 平26. 4. 1内   小   診療所
     静岡市清水区平川地１７－３８ 常　勤:    2　理事長　伊藤　保源 移動 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862321,066,5 南しみずメディカルク〒424-0856 0543(34)2710医療法人社団　緑英会木内　英則 平 5. 5. 1内   神内 脳外診療所
     リニック　木内医院 静岡市清水区上力町５番２８号 常　勤:    3　理事長　木内　英則 アレ 他   現存
     (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  863321,067,3 草ヶ谷医院 〒424-0047 0543(66)2561医療法人社団博雅会　草ヶ谷　雅志 昭52. 1. 1内   胃   小  診療所
     静岡市清水区鶴舞町６－１ 常　勤:    1草ヶ谷医院　草ヶ谷　 現存
     (医       1)雅志 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864321,068,1 広川医院 〒424-0041 0543(64)3489医療法人社団　清広会広川　秀明 昭49. 6. 1内   小   診療所
     静岡市清水区高橋３丁目４番４０常　勤:    2　理事長　広川　秀明 現存
     号 (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865321,070,7 中村眼科医院 〒424-0809 0543-66-8488医療法人社団　駿明会中村　竜大 平11.10. 1一般         9診療所
     静岡市清水区天神１ー１１ー２４常　勤:    3　理事長　中村　竜大 移動 眼   現存
     (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866321,071,5 杉山クリニック 〒424-0066 054-346-0016医療法人社団　永壽会杉山　壽一 平28. 3.28ひ   他   診療所
     静岡市清水区七ツ新屋３６４－１常　勤:    2　理事長　杉山　壽一 移動 人工透析内科 現存
     (医       2) 平28. 3.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867321,073,1 諏訪医院 〒424-0837 0543(66)1869医療法人社団　諏訪医諏訪　一郎 平 8. 8. 1内   循   小  診療所
     静岡市清水区桜橋町６－３５ 常　勤:    1院　理事長　諏訪　一 交代 放   現存
     (医       1)郎 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868321,074,9 土屋医院 〒424-0901 0543-34-1576医療法人社団　忠仁会土屋　政仁 平17. 7. 1外   胃   こう診療所
     静岡市清水区三保３４０－１０ 常　勤:    1　理事長　土屋　政仁 移動 整外 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869321,075,6 医療法人社団和陽会　〒424-0007 0543-46-7141医療法人社団　和陽会中川　欽也 平 8. 8. 1内   小   診療所
     中川内科・小児科医院静岡市清水区石川新町８番３１号常　勤:    1　理事長　中川　欽也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870321,076,4 とがわ整形外科 〒424-0858 0543-51-8181医療法人社団　とがわ外川　宗義 平 8. 8. 1整外 診療所
     静岡市清水区大沢町５ー９ 常　勤:    1整形外科　理事長　外 組織変更 現存
     (医       1)川　宗義 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871321,077,2 眞内科クリニック 〒424-0832 0543(63)1175医療法人社団　医眞会眞　重雄 平 9. 4. 1内   消   アレ診療所
     静岡市清水区入江南町９ー２４ 常　勤:    1　理事長　眞　重雄 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  872321,078,0 三浦内科循環器科医院〒424-0902 0543-36-1551医療法人社団　三浦医三浦　進 平17.11. 1内   循   放  診療所
     静岡市清水区折戸５２１－１０ 常　勤:    1院　理事長　三浦　進 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873321,080,6 清水駿府病院 〒424-0929 0543(34)2424医療法人社団宗美会　池上　直美 平 9. 5. 1精神       160病院
     静岡市清水区日立町１７－８ 常　勤:   13理事長　池上　直美 組織変更 精   神   内  現存
     (医       7) 平30. 5. 1
     (薬       6)
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874321,081,4 くさなぎメンタルクリ〒424-0886 054-349-1000医療法人社団宗美会　岩﨑　剛士 平21.11. 1精   診療所
     ニック 静岡市清水区草薙１－４－１３ 常　勤:    1理事長　池上　直美 移動 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875321,082,2 宮澤皮膚科医院 〒424-0055 医療法人社団　宮澤皮宮澤　邦彦 平10. 1. 1皮   診療所
     静岡市清水区吉川２４１の１ 常　勤:    1膚科医院　理事長　宮 組織変更 現存
     (医       1)澤　邦彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876321,083,0 柴田内科医院 〒424-0038 0543(63)0345医療法人社団　柴田医柴田　敏 平10. 1. 1内   他   診療所
     静岡市清水区西久保３１８ 常　勤:    1院　理事長　柴田　敏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877321,084,8 医療法人社団克己会田〒424-0862 0543-53-0355医療法人社団克己会田田村　憲 平12. 1. 5内   胃   循  診療所
     村医院 静岡市清水区船越東町１８０ー９常　勤:    3村内科医院　理事長　 移動 現存
     (医       3)田村　憲 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878321,085,5 松本整形外科・皮膚科〒424-0926 0543-37-0228医療法人社団　慶清会松本　隆志 平10. 8. 1整外 リハ 診療所
     静岡市清水区村松１ー１ー５８ 常　勤:    2　理事長　松本　隆志 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879321,087,1 吉田クリニック 〒424-0817 0543-61-0660医療法人社団　吉田ク吉田　学 平11. 8. 1精   心内 診療所
     静岡市清水区銀座１ー２３ 常　勤:    1リニック　理事長　吉 組織変更 現存
     (医       1)田　学 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880321,088,9 高部こどもクリニック〒424-0008 0543-48-5800医療法人社団　おひさ佐藤　博司 平12. 1. 1小   診療所
     静岡市清水区押切１５４２ 常　勤:    1ま　理事長　佐藤　博 組織変更 現存
     (医       1)司 平30. 1. 1
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  881321,089,7 春日耳鼻咽喉科クリニ〒424-0842 0543-51-4976医療法人社団　松倉会松浦　由美子 平12. 2. 1耳い 診療所
     ック 静岡市清水区春日１ー６ー１８ 常　勤:    1　理事長　松浦　由美 組織変更 現存
     (医       1)子 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882321,090,5 医療法人　社団　高野〒424-0114 0543-71-1322医療法人社団　髙野整高野　正一 平12. 8. 1整外 リハ 診療所
     整形外科医院 静岡市清水区庵原町１２１ー１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)高野　正一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883321,091,3 大石耳鼻のどアレルギ〒424-0041 0543-67-3341医療法人社団　顕宏会大石　篤宏 平14. 3. 1耳い アレ 診療所
     ー科クリニック 静岡市清水区高橋５ー１ー１６ 常　勤:    1　理事長　大石　篤宏 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884326,005,8 日本軽金属株式会社清〒424-0901 0543(34)2211日本軽金属株式会社清佐藤　敬治 昭35.10. 1内   外   他  診療所
     水工場診療所 静岡市清水区三保４０２５－１ 常　勤:    1水工場　工場長　柳下 現存
     (医       1)　和広 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885326,010,8 独立行政法人地域医療〒424-0836 0543(53)5311独立行政法人地域医療横澤　保 昭55. 1.10一般       199病院
     (326,010,4) 機能推進機構　桜ヶ丘静岡市清水区桜が丘町１３番２３常　勤:   11機能推進機構　理事長 内   外   整外現存
     病院 号 (医       8)　尾身　茂 平28. 1.10皮   ひ   眼  
     (歯       2) 放   歯外 
     (薬       1)
     非常勤:   70
     (医      70)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886410,342,2 高田眼科医院 〒420-0881 054(245)2581高田　英元 高田　英元 昭45. 3. 1眼   診療所
     静岡市葵区北安東１丁目３２番２ 現存
     ８号 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887410,375,2 循環器科瀧医院 〒420-0805 054-246-9511瀧　欣哉 瀧　欣哉 昭51. 4. 1循   診療所
     静岡市葵区城北１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888410,385,1 内科小児科松田医院 〒422-8046 054(281)9595松田　孝之 松田　孝之 昭50. 4. 1内   呼   胃  診療所
     静岡市駿河区中島江戸割７０５－常　勤:    1 消   循   小  現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889410,447,9 鎌田医院 〒421-1215 054(278)2195鎌田　光裕 鎌田　光裕 昭56. 7. 1内   他   外  診療所
     静岡市葵区羽鳥６－３－２１ 常　勤:    2 胃腸内科、肛門現存
     (医       2) 平29. 7. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  890410,465,1 しば内科医院 〒420-0858 054(254)1441柴　千佳子 柴　千佳子 昭59. 2. 1内   耳い 診療所
     静岡市葵区伝馬町８番地１サンロ非常勤:    1 現存
     ーゼ６Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891410,478,4 太田外科医院 〒420-0961 054(247)0003太田　光 太田　光 昭60. 9.15胃   外   麻  診療所
     静岡市葵区北１－２７－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892410,479,2 高須神経内科医院 〒420-0031 054(253)1388高須　健次 高須　健次 昭61. 1. 1内   神内 診療所
     静岡市葵区呉服町１－４－５武田常　勤:    1 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893410,489,1 河野内科 〒421-2124 054(296)5022河野　靖 河野　靖 昭61. 8. 1内   診療所
     静岡市葵区足久保口組１４３－１常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894410,492,5 栗山医院　内科皮膚科〒420-0913 054-262-3471栗山　洋一 栗山　洋一 昭62. 2. 1内   皮   診療所
     静岡市葵区瀬名川一丁目２３番２常　勤:    1 現存
     ８号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895410,513,8 国皮フ科医院 〒422-8041 054(283)1201 国　好道 国　好道 平元. 4. 1皮   診療所
     静岡市駿河区中田４丁目２番４３常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896410,519,5 オレンジクリニック 〒420-0022 054(251)7557青柳　文也 青柳　文也 平 2. 2. 1外   形外 皮  診療所
     静岡市葵区車町２９　ナカムラハ常　勤:    1 現存
     イツ１Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897410,531,0 田中耳鼻咽喉科クリニ〒421-1213 054(278)4777田中　秀夫 田中　秀夫 平 3. 4. 1耳い 診療所
     ック 静岡市葵区山崎１－１９－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898410,551,8 かもと整形外科医院 〒422-8033 054(282)2834嘉本　拓生 嘉本　拓生 平 4. 9.15整外 リハ 放  診療所
     静岡市駿河区登呂４－２－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899410,555,9 森福耳鼻咽喉科医院 〒421-2114 054(296)5544森福　孝之 森福　孝之 平 5. 2.15耳い 診療所
     静岡市葵区安倍口新田１４３－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900410,578,1 溝口クリニック 〒420-0812 054-265-8800溝口　修身 溝口　修身 平 7. 3.15外   他   診療所
     静岡市葵区古庄２丁目１５番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 3.15
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  901410,580,7 秋山クリニック 〒422-8076 054-288-2222秋山　征巳 秋山　征巳 平 7. 4. 1内   放   リハ診療所
     静岡市駿河区八幡１ー２ー２５ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902410,582,3 内科・循環器内科　鏑〒420-0934 054-248-0337鏑木　恒男 鏑木　恒男 平 7. 4.15内   他   診療所
     木医院 静岡市葵区岳美１５番５０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903410,603,7 内科循環器科　星野医〒420-0841 054-249-0536星野　恒雄 星野　恒雄 平 9. 4. 1内   循   診療所
     院 静岡市葵区上足洗２ー１１ー４５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904410,604,5 イイダ眼科医院 〒420-0805 054-246-3883飯田　文人 飯田　文人 平 9. 4. 1一般         5診療所
     静岡市葵区城北９４ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905410,605,2 まつもとこどもクリニ〒421-0132 054-259-7755松本　延男 松本　延男 平14. 9. 1小   アレ 診療所
     ック 静岡市駿河区上川原１６－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906410,611,0 大はざま小児クリニッ〒420-0801 054(261)3947大峡　弘義 大峡　弘義 平 9.12. 7内   小   診療所
     ク 静岡市葵区東千代田２－２６－６常　勤:    1 交代 現存
     ３ (医       1) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907410,615,1 山本眼科 〒420-0064 054-274-0242山本　一博 山本　一博 平10. 5.15眼   診療所
     静岡市葵区本通５ー２ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908410,618,5 大川診療所 〒421-1405 054-291-2622金子　吉彌 金子　 彌 平10. 9. 1内   小   診療所
     静岡市葵区坂ノ上６１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909410,619,3 おかもとレディースク〒422-8006 054-287-1103岡本　美枝 岡本　美枝 平10. 8.20産   婦   診療所
     リニック 静岡市駿河区曲金４ー７ー３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910410,622,7 あさはた耳鼻科 〒420-0956 054-209-5133中村　孝昭 中村　孝昭 平10.10. 1耳い 診療所
     静岡市葵区南２丁目７－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911410,626,8 大島医院 〒421-0122 054-256-0040大島　聡彦 大島　聡彦 平10.12.15胃   外   診療所
     静岡市駿河区用宗１ー３３ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.15
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  912410,629,2 杉山皮フ科 〒421-0103 054-257-3741杉山　悦朗 杉山　悦朗 平11. 4. 1皮   診療所
     静岡市駿河区丸子６ー１ー３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913410,631,8 西草深眼科クリニック〒420-0866 054-253-7530松原　明子 松原　明子 平11. 8.15眼   診療所
     静岡市葵区西草深町１５ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914410,632,6 小児科まつや医院 〒422-8006 054-284-3191松谷　敏郎 松谷　敏郎 平11. 8.15小   診療所
     静岡市駿河区曲金２ー８ー８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915410,633,4 金内科循環器科クリニ〒420-0866 054-205-8773金　萬石 金　萬石 平11.10.15内   循   診療所
     ック 静岡市葵区西草深町６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916410,636,7 みずほ・おおいしクリ〒421-0115 054-268-5500大石　真広 大石　真広 平27. 8. 1外   他   診療所
     ニック 静岡市駿河区みずほ２ー５ー２６常　勤:    1 移動 消化器内科、消現存
     (医       1) 平27. 8. 1化器外科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917410,638,3 飯室クリニック 〒422-8063 054-285-7626飯室　優 飯室　優 平12. 4. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区馬淵４－１６－１２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918410,642,5 東新田眼科医院 〒421-0112 054-268-5310山中　三千代 山中　三千代 平12.11. 1眼   診療所
     静岡市駿河区東新田４ー２ー３３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919410,646,6 森園クリニック　耳鼻〒422-8057 054-202-4133森園　徹志 森園　徹志 平13. 2. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科・アレルギー科静岡市駿河区見瀬２１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920410,647,4 かわむら眼科医院 〒422-8047 054-654-7887川村　洋行 川村　洋行 平13. 3. 1眼   診療所
     静岡市駿河区中村町１４ー１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921410,648,2 今村医院 〒420-0042 054-252-6924今村　好孝 今村　好孝 平13. 3. 1内   小   皮  診療所
     静岡市葵区駒形通６丁目１０－１常　勤:    1 交代 リハ 現存
     ８ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922410,653,2 岩崎内科クリニック 〒420-0866 054-249-5665岩﨑　良三 岩﨑　良三 平13.10.15消   他   診療所
     静岡市葵区西草深町３０－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.15
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  923410,666,4 望整形外科 〒422-8027 054-203-5500望月　邦憲 望月　邦憲 平14.11.15整外 リハ リウ診療所
     静岡市駿河区豊田１－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924410,667,2 岡本外科クリニック 〒422-8006 054-202-0108岡本　恭和 岡本　恭和 平14.12. 1外   放   他  診療所
     静岡市駿河区曲金４－７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925411,003,9 ＪＡ静岡厚生連　静岡〒420-0005 054(271)7177静岡県厚生農業協同組水野　伸一 昭53. 7. 1一般 病院
     厚生病院 静岡市葵区北番町２３番地 常　勤:   42合連合会　代表理事理     一般   213現存
     (医      28)事長　宮瀬　雅司 平29. 7. 1療養        52
     (薬      14) 内   小   外  
     非常勤:   22 整外 脳外 皮  
     (医      22) ひ   耳   産婦
     眼   放   リハ
     麻   リウ 神内
     他   
     漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926411,023,7 一般社団法人　静岡市〒420-0865 054(245)2977一般社団法人　静岡市加藤　寛幸 昭38. 7.15内   放   診療所
     静岡医師会診療所 静岡市葵区東草深町３－２７ 常　勤:    1静岡医師会　会長　袴 現存
     (医       1)田　光治 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927411,025,2 公益財団法人静岡県結〒420-0915 054(261)2512公益財団法人静岡県結小林　健司 昭54. 5. 1内   呼   診療所
     核予防会静岡診療所 静岡市葵区南瀬名町６ー２０ 常　勤:    1核予防会　理事長　萩 現存
     (医       1)原　信幸 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928411,034,4 公益財団法人ＳＢＳ静〒422-8033 054(282)1109公益財団法人ＳＢＳ静古賀　震 昭52. 8. 1内   婦   歯  診療所
     (416,034,5) 岡健康増進センター 静岡市駿河区登呂３丁目１番１号常　勤:    4岡健康増進センター　 現存
     (医       4)理事長　大石　剛 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929411,037,7 楽寿の園診療所 〒421-2115 054(296)1111社会福祉法人　楽寿会伴野　恒雄 昭54. 3. 1内   整外 神内診療所
     静岡市葵区与左衛門新田字広島７常　勤:    2　理事長　有馬　良孝 外   放   精  現存
     ４－６ (医       2) 平25. 8. 8
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  930411,043,5 静岡医療福祉センター〒422-8006 054(285)0753社会福祉法人恩賜財団森山　明夫 昭61. 4. 1一般        60病院
     (411,043,1) 児童部 静岡市駿河区曲金５－３－３０ 常　勤:    6済生会支部静岡県済生 整外 歯   内  現存
     (医       5)会　支部長　石塚　隆 平28. 4. 1小   リハ 
     (歯       1)夫
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931411,045,0 医療法人社団恒仁会　〒420-0911 054(264)2111医療法人社団　恒仁会岡山　憲一 昭62. 9. 1介護       180病院
     静岡瀬名病院 静岡市葵区瀬名４６２９－１ 常　勤:    3　理事長　伊藤　恒道 内   現存
     (医       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932411,046,8 杉山医院 〒422-8033 054(285)0778医療法人　社団　登呂杉山　圭一 昭40.11. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区登呂５丁目４の１ 常　勤:    1　杉山医院　理事長　 現存
     (医       1)杉山　圭一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933411,048,4 高野外科胃腸科医院 〒422-8041 054(281)6868医療法人社団慈高会　高野　哲 昭37. 2.15外   整外 リハ診療所
     静岡市駿河区中田１丁目７番１１常　勤:    1高野　哲 他   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934411,049,2 杉山医院 〒422-8066 054(285)2510医療法人社団泉町杉山石井　裕 昭43. 5. 1内   小   消  診療所
     静岡市駿河区泉町４番５号 常　勤:    2医院　理事長　石井　 現存
     (医       2)裕 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935411,050,0 芳村整形外科医院 〒420-0813 054(261)2828医療法人　社団　至誠芳村　直 昭44. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区長沼９８４番地 常　勤:    1会　理事長　芳村　直 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936411,051,8 岩はし内科医院 〒421-0103 054-259-0347医療法人社団宏生会岩岩橋　宏 昭47. 7. 1内   呼   消  診療所
     静岡市駿河区丸子２丁目２番８－常　勤:    2はし内科医院　理事長 循   小   現存
     ５号 (医       2)　岩橋　宏 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937411,052,6 袴田外科医院 〒420-0873 054(271)1355医療法人社団篭上袴田袴田　光治 昭47. 7. 1外   整外 リハ診療所
     静岡市葵区籠上１３－２０ 常　勤:    1外科医院　理事長　袴 他   現存
     (医       1)田　光治 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  938411,055,9 江良医院 〒420-0934 054(246)6336医療法人社団岳陽会　江良　建 昭56.12. 1内   小   アレ診療所
     静岡市葵区岳美２番１３号 常　勤:    2理事長　江良　建 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939411,056,7 医療法人社団福聚会　〒420-0810 054(262)5588医療法人社団福聚会　菊川　達雄 昭51. 5.15耳い 気食 診療所
     吉岡菊川耳鼻咽喉科医静岡市葵区上土２－７－３７ 常　勤:    2理事長　菊川　達雄 現存
     院 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940411,058,3 松浦内科 〒420-0831 054-245-5613医療法人社団　徳和会朝香　恭子 平 9. 1.24循   消   内  診療所
     静岡市葵区水落町１２ー１４ 常　勤:    2　理事長　朝香　恭子 移動 現存
     (医       2) 平30. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941411,059,1 小澤内科胃腸科 〒420-0913 054(263)1231医療法人社団セナ　理小沢　道雄 昭54. 4. 1内   胃   診療所
     静岡市葵区瀬名川１丁目２９ー３常　勤:    2事長　小澤　道雄 現存
     ２ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942411,060,9 石井内科医院 〒422-8063 054-285-2525医療法人社団圭友会　石井　一徳 昭37. 4. 1内   小   他  診療所
     静岡市駿河区馬淵２丁目１０番２常　勤:    1理事長　石井　一徳 現存
     ０号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943411,061,7 耳鼻咽喉科荒木医院 〒420-0944 054-272-3387医療法人社団眞和会　荒木　圭介 昭53.10. 1耳い アレ 診療所
     静岡市葵区新伝馬２丁目９番２２常　勤:    2理事長　荒木　圭介 現存
     号 (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944411,062,5 てらむら　クリニック〒420-0803 054(263)1771医療法人社団てらむら寺村　淳 昭55. 8. 1小   内   神内診療所
     静岡市葵区千代田６丁目３０番１常　勤:    2クリニック　寺村　淳 現存
     ３号 (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945411,064,1 望月小児科医院 〒420-0853 054(252)0422医療法人社団山望会　小林　由美子 昭32.10. 1小   精   診療所
     静岡市葵区追手町１番２７号 常　勤:    1理事長　小林　由美子 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946411,065,8 勝又医院 〒420-0886 054(246)5045医療法人社団俊洋会　勝又　俊弥 昭40. 7. 1内   循   小  診療所
     静岡市葵区大岩１丁目５番４０号常　勤:    2勝又医院　勝又　俊弥 神内 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947411,066,6 野口耳鼻咽喉科医院 〒422-8006 054-281-2676医療法人社団愃健会　野口　健治 平24.10. 1耳い 気食 放  診療所
     静岡市駿河区曲金４－３－７ 常　勤:    1理事長　野口　健治 移動 アレ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  948411,068,2 大町耳鼻咽喉科医院 〒422-8076 054-281-4133医療法人社団　広済会大町　滋 昭41. 3. 1耳い 気食 診療所
     静岡市駿河区八幡５丁目７番３４常　勤:    1　理事長　大町　滋 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949411,069,0 北村医院内科 〒420-0071 054(252)1095医療法人社団　峯明会北村　和広 平20. 5.20内   診療所
     静岡市葵区一番町９ 常　勤:    2　理事長　北村　和広 移動 現存
     (医       2) 平26. 5.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950411,072,4 チョウ　内科医院 〒422-8021 054(284)2938医療法人社団　敬愛会中村　俊文 昭61. 2.28内   他   診療所
     静岡市駿河区小鹿４３０－３ 常　勤:    2　　チョウ内科医院　 現存
     (医       2)中村　俊文 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951411,073,2 昭府小児科クリニック〒420-0871 054(253)0252医療法人社団昭府小児鈴木　健 昭61. 8. 1小   診療所
     静岡市葵区昭府２丁目６番１６号常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　鈴木　健 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952411,074,0 医療法人社団静岡健生〒420-0068 054(253)9101医療法人社団　静岡健小林　豊子 昭62. 4. 1一般         4診療所
     会　静岡田町診療所 静岡市葵区田町５丁目９０番地 常　勤:    1生会　理事長　矢部　 内   呼   消  現存
     (医       1)洋 平28.12. 1循   小   放  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953411,075,7 戸田クリニック 〒422-8041 054(285)3821医療法人社団　静岡戸戸田　顯彦 昭41. 9.10小   アレ 皮  診療所
     静岡市駿河区中田２－３－１７ 常　勤:    1田クリニック　理事長 現存
     (医       1)　戸田　顯彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954411,077,3 鈴木内科医院 〒421-2114 054-296-2511医療法人社団　英生会鈴木　研一郎 平21. 4. 1内   小   循  診療所
     静岡市葵区安倍口新田５２６―３常　勤:    2　理事長　鈴木　研一 移動 呼   アレ 現存
     (医       2)郎 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955411,078,1 きゅう眼科医院 〒422-8076 054(284)6111医療法人社団　杞葉会邱　彗 昭55. 5. 1一般         5診療所
     静岡市駿河区八幡２丁目３－９ 常　勤:    2　理事長　邱　彗 眼   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956411,079,9 もちづき整形外科 〒420-0816 054(248)1151医療法人社団　沓谷も望月　久司 昭63. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区沓谷４丁目１－３９ 常　勤:    1ちづき整形外科　理事 現存
     (医       1)長　望月　久司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  957411,083,1 医療法人社団　 陽会〒421-0102 054-257-0738医療法人社団　 陽会近藤　泰 昭55. 1. 1内   消   小  診療所
     　近藤医院 静岡市駿河区手越３１０ 常　勤:    1　理事長　近藤　 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958411,085,6 石川眼科医院 〒420-0841 054-245-5421医療法人社団浩陽会　石川　浩平 昭53.10. 1一般         6診療所
     静岡市葵区上足洗１丁目９－３２常　勤:    3理事長　石川　浩平 眼   現存
     (医       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959411,086,4 医療法人社団　パーム〒420-0913 054(261)6328医療法人社団　パーム杉山　直史 昭36.11.30内   小   小外診療所
     クリニック　小児科内静岡市葵区瀬名川２丁目２３ー２常　勤:    2クリニック　理事長　 消   現存
     科杉山医院 １ (医       2)杉山　直史 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960411,088,0 森谷内科医院 〒421-1213 054-278-6726医療法人社団　美ノ郷森谷　晋 平25. 9.25内   診療所
     静岡市葵区山崎１－２６－９ 常　勤:    1会　理事長　森谷　晋 移動 現存
     (医       1) 平25. 9.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961411,089,8 小児科いいやま医院 〒420-0865 054-247-3927医療法人社団　いいや飯山　道郎 昭54. 7. 1小   アレ 診療所
     静岡市葵区東草深町８番１８号 常　勤:    1ま　飯山　道郎 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962411,090,6 勝又小児科アレルギー〒420-0852 054(252)6801医療法人社団　富岳会勝又　正孝 昭51.10. 1小   アレ 診療所
     科医院 静岡市葵区紺屋町１２－５ 常　勤:    1勝又医院　理事長　勝 現存
     (医       1)又正孝 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963411,091,4 新通り整形外科 〒420-0065 054(252)0437医療法人社団松木整形松木　忠 平24. 2.17整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区新通１－１２－５ 常　勤:    2外科　理事長　松木　 移動 現存
     (医       2)忠 平30. 2.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964411,092,2 木下医院 〒421-2115 054-296-0015医療法人社団　芳樹会木下　優 昭39. 6.15内   循   歯  診療所
     (411,044,9) 静岡市葵区与左衛門新田３９－１常　勤:    2　理事長　木下　優 現存
     ０ (医       1) 平29. 9. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  965411,093,0 神経内科　木村クリニ〒420-0839 054(251)3012医療法人社団　慶仁会木村　聰 平13.10. 1内   精   神内診療所
     ック 静岡市葵区鷹匠１－１２－８ 常　勤:    1　理事長　木村　聰 移動 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966411,095,5 山内皮膚科医院 〒420-0005 054(271)5315医療法人社団渉友会　山内　渉 昭63. 9. 1皮   診療所
     静岡市葵区北番町４０－８７ 常　勤:    2理事長　山内　渉 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967411,096,3 青山医院 〒420-0961 054-245-9832医療法人社団　青山会青山　祐也 平25.12. 1内   他   呼内診療所
     静岡市葵区北１－１０－１８ 常　勤:    2　理事長　青山祐也 移動 循環器内科 現存
     (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968411,097,1 渡辺内科医院 〒422-8005 054(264)1481医療法人社団　池田会渡辺　惠 昭62. 9. 1内   呼   循  診療所
     静岡市駿河区池田６４９の１ 常　勤:    1渡辺内科医院　理事長 小   現存
     (医       1)　渡辺　惠 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969411,098,9 うえだ小児科 〒422-8033 054(282)2322医療法人社団　静福会上田　憲 平元. 1.15小   診療所
     静岡市駿河区登呂６－１３－３６常　勤:    1　理事長　上田　憲 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970411,099,7 内科杉山医院 〒420-0008 054(271)2377医療法人社団水道町内杉山　博通 平18. 2. 1内   診療所
     静岡市葵区水道町１０－５ 常　勤:    1科杉山医院　理事長　 移動 現存
     (医       1)杉山　博通 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971411,102,9 菅野医院分院 〒420-0911 054(262)5050医療法人社団桜医会　菅野　寛也 昭51. 4.15一般         4診療所
     静岡市葵区瀬名１ー７ー３ 常　勤:    2菅野医院分院　理事長 内   循   ひ  現存
     (医       2)　菅野　寛也 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972411,103,7 東泉クリニック 〒420-0031 054(254)8551医療法人社団　東泉ク東泉　東一 平26. 4. 1外   診療所
     静岡市葵区呉服町１－２０呉服町常　勤:    1リニック　理事長　東 移動 現存
     タワー２０４号 (医       1)泉　東一 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  973411,104,5 宮城島内科医院 〒420-0937 054(247)5875医療法人社団慈善会宮宮城島　賢二 昭51.10.15内   他   診療所
     静岡市葵区唐瀬一丁目２番２７号常　勤:    2城島内科医院　理事長 現存
     (医       2)　宮城島　賢二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974411,105,2 おもて循環器科 〒420-0867 054(254)8131医療法人社団　静岡循表　信吾 昭58.10. 1循   診療所
     静岡市葵区馬場町１１０番地 常　勤:    4環器クリニック　理事 現存
     (医       3)長　表　信吾 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975411,106,0 医療法人社団　宏整会〒422-8045 054(281)8100医療法人社団　宏整会松生　宏文 平 8. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     　松生整形外科医院 静岡市駿河区西島５２８ 常　勤:    1　理事長　松生宏文 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976411,107,8 医療法人社団和紘会　〒421-0104 054(258)7860医療法人社団　和紘会柳田　和夫 平 2.11.24一般        19診療所
     やなぎだ眼科医院 静岡市駿河区丸子芹が谷町９番１常　勤:    2　理事長　柳田　和夫 眼   現存
     号 (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977411,108,6 服部クリニック 〒421-1215 054(278)9735医療法人社団服部クリ服部　文雄 昭32.10. 1内   神内 消  診療所
     静岡市葵区羽鳥５－７－３０ 常　勤:    1ニック　理事長　服部 他   現存
     (医       1)　文雄 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978411,109,4 三枝クリニック・肛門〒420-0859 054(251)2624医療法人社団俊雄会三三枝　純一 平 4. 4.15一般        19診療所
     科 静岡市葵区栄町１番地の１ 常　勤:    1枝クリニック・肛門科 こう 現存
     (医       1)　理事長　三枝　純一 平28. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979411,112,8 内科・消化器科福田医〒422-8044 054-284-8382医療法人社団　浩生会福田　浩次 平12. 3.15内   消   診療所
     院 静岡市駿河区西脇７４６－１ 常　勤:    1　理事長　福田　浩次 移動 現存
     (医       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980411,113,6 大石内科循環器科医院〒420-0839 054(252)0585医療法人社団俊恵会大大石　達夫 昭32.10. 1内   循   診療所
     静岡市葵区鷹匠２丁目６番１号 常　勤:    1石内科循環器科医院　 現存
     (医       1)理事長　大石　達夫 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  981411,114,4 医療法人社団養生会　〒420-0013 054(252)0411医療法人社団養生会　松岡　修平 昭57. 1.14内   他   麻  診療所
     松岡医院 静岡市葵区八千代町３０番地 常　勤:    1理事長　松岡　修平 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平28. 8. 1ク内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982411,115,1 山本内科医院 〒420-0923 054(263)7676医療法人　社団　山本山本　洋史 昭59. 4. 1内   循   診療所
     静岡市葵区川合３－１３－１１ 常　勤:    1内科医院　理事長　山 現存
     (医       1)本　洋史 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983411,116,9 田中消化器科クリニッ〒420-0834 054-247-5522医療法人社団　聖敬会田中　孝 平 9. 1. 1消   診療所
     ク 静岡市葵区音羽町８ー３ 常　勤:    3　田中医院　理事長　 移動 現存
     (医       3)田中　孝 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984411,117,7 さくら眼科 〒420-0816 054-263-4363医療法人社団　橘桜会松久　充子 平11. 9.16眼   診療所
     静岡市葵区沓谷５ー７ー４ 常　勤:    1　理事長　松久　充子 移動 現存
     (医       1) 平29. 9.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985411,119,3 医療法人社団慶陽会　〒420-0871 054(251)0766医療法人社団　慶陽会清水　紀恵 昭63. 4. 1一般    診療所
     コスモス眼科医院 静岡市葵区昭府２－２－５ 常　勤:    1　理事長　清水　紀恵 眼   現存
     (医       1) 平28.12.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986411,121,9 三宅整形外科医院 〒420-0937 054(245)5544医療法人社団　静岡三三宅　信昌 昭53.11. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区唐瀬一丁目２番２４号常　勤:    1宅整形外科医院　三宅 現存
     (医       1)　信昌 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987411,122,7 マイクリニック大久保〒420-0923 054(263)5558医療法人社団　眞生会大久保　眞二 昭63. 7.15内   小   他  診療所
     静岡市葵区川合２－１－２０ 常　勤:    1　理事長　大久保　雅 現存
     (医       1)之 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988411,123,5 南波耳鼻咽喉科医院 〒420-0916 054(264)1078医療法人社団　孝和会南波　孝守 昭61. 9.15耳い 診療所
     静岡市葵区瀬名中央３丁目２８－常　勤:    1　理事長　南波　孝守 現存
     １７ (医       1) 平29. 1. 1
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  989411,125,0 高良整形外科医院 〒420-0916 054-262-6122医療法人社団　高誠会髙良　一紀 昭53.11. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区瀬名中央町４ー５ー５常　勤:    1　理事長　髙良　一紀 現存
     ３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990411,129,2 横山内科循環器科医院〒420-0067 054(252)5630医療法人社団　かりゆ横山　正一 平 5. 8. 1内   循   診療所
     静岡市葵区幸町２５番地の３ 常　勤:    1し　理事長　横山　正 現存
     (医       1)一 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991411,130,0 医療法人社団篤仁会　〒420-0881 054(248)3660医療法人社団　篤仁会清水　篤 平 4.12.15一般         9診療所
     清水産婦人科クリニッ静岡市葵区北安東５丁目２８－１ 　理事長　清水　篤 産   婦   現存
     ク 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992411,132,6 勝又整形　形成外科医〒420-0913 054(265)0800医療法人社団　至厚会勝又　肇 平 5. 7. 1整外 形外 皮  診療所
     院 静岡市葵区瀬名川１丁目２７ー４常　勤:    2　理事長　勝又　肇 リハ 現存
     ０ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993411,133,4 広瀬整形外科 〒420-0847 054-245-1680医療法人社団広和会広廣瀬　和久 昭62. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区西千代田町１０番３２常　勤:    1瀬整形外科　理事長　 現存
     号 (医       1)廣瀬　和久 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994411,134,2 皮膚科・アレルギー科〒422-8063 054-286-0814医療法人社団　宇野医宇野　明彦 平17. 6. 9皮   ひ   診療所
     　宇野医院 静岡市駿河区馬淵１－１１－１５常　勤:    2院　理事長　宇野　明 移動 現存
     (医       2)彦 平29. 6. 9
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995411,135,9 南波眼科 〒420-0833 054(245)5256医療法人社団　緑泉会南波　久斌 平 3. 9. 1一般         6診療所
     静岡市葵区東鷹匠町５－３１ 常　勤:    2　南波眼科　理事長　 眼   現存
     (医       2)南波　久斌 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996411,136,7 萩原医院 〒422-8044 054(287)5332医療法人社団　秀慈会萩原　秀男 平 3. 7.15内   呼   リハ診療所
     静岡市駿河区西脇２９－１ 常　勤:    1　理事長　萩原　秀男 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997411,137,5 大原内科 〒420-0816 054(264)1211医療法人社団大原内科大原　徹也 昭62. 3.15内   リハ リウ診療所
     静岡市葵区沓谷５丁目４番１４号常　勤:    2　理事長　大原　徹也 アレ 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
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  998411,138,3 佐野ヒフ科クリニック〒420-0839 054-252-0612医療法人社団　双樹会佐野　勉 平21. 2. 1皮   診療所
     静岡市葵区鷹匠１－１１－１５Ｍ常　勤:    1　理事長　佐野　勉 移動 現存
     ＩＣ新静岡１階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999411,139,1 佐野小児科 〒421-0122 054(257)0821医療法人社団　双樹会佐野　三枝子 平 2.10.15小   診療所
     静岡市駿河区用宗１丁目２０番１常　勤:    1　理事長　佐野　勉 現存
     ７号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000411,141,7 城北耳鼻咽喉科 〒420-0805 054-246-8880医療法人　社団　心誠小津　龍一朗 平元. 1.15耳い 診療所
     静岡市葵区城北２９番地の１ 常　勤:    1会　理事長　小津　龍 組織変更 現存
     (医       1)一朗 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001411,143,3 水谷痛みのクリニック〒420-0839 054-221-0802医療法人社団　明仁会水谷　彰仁 平21. 2. 1麻   診療所
     静岡市葵区鷹匠１－１１－１５　常　勤:    3　理事長　水谷　彰仁 移動 現存
     ＭＩＣ新静岡２・３階 (医       3) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002411,145,8 医療法人社団南昂会　〒422-8076 054(285)7548医療法人社団南昂会　田村　茂樹 平 7. 1. 1呼   消   外  診療所
     田村外科医院 静岡市駿河区八幡３丁目２１番２常　勤:    1理事長　田村　茂樹 組織変更 現存
     ６号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003411,146,6 司馬医院 〒420-0859 054(254)1576医療法人石華会　理事司馬　立 平 7. 4. 1外   整外 脳外診療所
     静岡市葵区栄町２ー７ 常　勤:    2長　司馬　立 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004411,147,4 公益財団法人静岡県予〒421-1214 054-278-7716公益財団法人　静岡県東　 夫 平 7. 7. 1内   診療所
     防医学協会　公益財団静岡市葵区建穂１－３－４３ 常　勤:    3予防医学協会　理事長 新規 現存
     法人　静岡県予防医学 (医       3)　横田　通夫 平28. 7. 1
     協会　附属診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005411,149,0 長島耳鼻咽喉科医院 〒422-8005 054(265)3333医療法人社団　長島耳長島　泰行 平 7. 7. 3耳い アレ 診療所
     静岡市駿河区池田２７５－１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　長島　泰行 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006411,150,8 瀬名こどもクリニック〒420-0916 054-261-9790医療法人　社団　瀬名望月　康弘 平 7. 8. 1小   アレ 診療所
     静岡市葵区瀬名中央３丁目２８－常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     ２０ (医       1)事長　望月　康弘 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007411,152,4 山梨整形外科 〒420-0042 054(252)3372医療法人　社団　フォ山梨　雅透 平 7. 8. 1整外 リハ 診療所
     静岡市葵区駒形通２丁目７－２２常　勤:    1ルティス　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)梨　雅透 平28. 8. 1
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 1008411,153,2 柴山クリニック 〒422-8033 054(282)0085医療法人社団　柴山ク柴山　修介 平 7. 8. 1内   循   小  診療所
     静岡市駿河区登呂５丁目１１番９常　勤:    2リニック　理事長　柴 組織変更 現存
     号 (医       2)山　修介 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009411,154,0 天野外科医院 〒422-8057 054(281)1181医療法人　社団　すこ天野　謙 平 7. 8. 1外   呼外 こう診療所
     静岡市駿河区見瀬２４３ 常　勤:    1やかクリニック　理事 組織変更 リハ 現存
     (医       1)長　天野　謙 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010411,156,5 杉浦内科 〒421-0115 054(257)7799医療法人社団　杉浦内杉浦　浩策 平 8. 4. 8内   診療所
     静岡市駿河区みずほ４－１０ー１常　勤:    1科　理事長　杉浦　浩 移動 現存
     ０ (医       1)策 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011411,158,1 浜本整形外科医院 〒420-0805 054(248)6665医療法人社団　浜本整濱本　肇 平 8. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区城北４０－５ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)濱本　肇 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012411,159,9 松成内科クリニック 〒420-0884 054(248)5101医療法人社団　松成内松成　信彦 平 8. 2. 1内   神内 消  診療所
     静岡市葵区大岩本町７番１号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　松成信彦 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013411,160,7 大谷はざまクリニック〒422-8024 054(238)2488医療法人社団浩葉会　間　浩明 平 8. 2. 1内   外   リハ診療所
     静岡市駿河区宮川３９－２０ 常　勤:    1理事長　間　浩明 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014411,161,5 静岡市静岡医師会健診〒420-0031 054-273-1921一般社団法人静岡市静村上　隼夫 平26. 4. 1内   産婦 診療所
     センターＭＥＤＩＯ 静岡市葵区呉服町１－２０呉服町常　勤:    4岡医師会　会長　袴田 移動 現存
     タワー２階 (医       4)　光治 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015411,162,3 城西神経内科クリニッ〒420-0061 054(273)7000医療法人社団　泰平会杉山　育子 平 8. 4. 1内   神内 脳外診療所
     ク 静岡市葵区新富町５丁目７番地の常　勤:    3　理事長　石垣　泰則 組織変更 リハ リウ 現存
     ６ (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016411,163,1 矢島耳鼻咽喉科気管食〒422-8066 054-287-3332医療法人社団　曉洋会矢島　洋 平 8. 4. 1耳い 気食 診療所
     道科医院 静岡市駿河区泉町２ー３アズマビ常　勤:    1　理事長　矢島　洋 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1017411,165,6 医療法人社団恒仁会　〒421-0121 054(258)6666医療法人社団　恒仁会田宮　健 平 8. 7. 1介護       198病院
     静岡広野病院 静岡市駿河区広野１４９４－８ 常　勤:    4　理事長　伊藤　恒道 交代 内   現存
     (医       4) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018411,167,2 森本内科　循環器科 〒420-0065 054(252)0347医療法人社団　健腎会森本　健一 平 8. 8. 1内   他   診療所
     静岡市葵区新通１丁目１１番５号常　勤:    1　理事長　森本　健一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019411,169,8 富松レディスクリニッ〒420-0801 054(261)1730医療法人社団　健智会富松　功光 平 9. 1. 1一般         9診療所
     ク 静岡市葵区東千代田１丁目１番３常　勤:    2　理事長　富松　健一 組織変更 産   婦   内  現存
     号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020411,172,2 医療法人社団若葉会　〒421-1215 054-276-0511医療法人社団若葉会　宮下　裕三 平11.10. 4内   消   循  診療所
     宮下医院 静岡市葵区羽鳥１－７－１３ 常　勤:    1宮下医院　理事長　宮 移動 現存
     (医       1)下　裕三 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021411,173,0 医療法人社団宝徳会　〒422-8021 054(264)8000医療法人社団宝徳会　中村　拓郎 平 9. 4. 1療養       148病院
     小鹿病院 静岡市駿河区小鹿１６３３－１ 常　勤:    5理事長　武田　朗 組織変更 内   リハ 現存
     (医       4) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022411,175,5 医療法人社団光彩会　〒420-0852 054-251-1125医療法人社団光彩会　本田　博 平 9. 4. 1眼   診療所
     本田眼科医院 静岡市葵区紺屋町８－６　ミマツ常　勤:    1理事長　本田　実 組織変更 現存
     ビル　地下　１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023411,176,3 医療法人社団清明会　〒421-1311 054(270)1221医療法人社団　清明会小嶋　康則 平 9. 6. 1療養 病院
     静岡リハビリテーショ静岡市葵区富沢１４０５ 常　勤:    5　理事長　小嶋　康則 組織変更     療養   150現存
     ン病院 (医       4) 平30. 6. 1内   リハ 整外
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024411,177,1 医療法人　福恵会　東〒421-0112 054-256-8888医療法人　福恵会　理福地　康紀 平10. 1. 5一般         9診療所
     新田福地診療院 静岡市駿河区東新田５ー１６ー１常　勤:    1事長　福地　康紀 移動 外   整外 消  現存
     ０ (医       1) 平28. 1. 5こう リハ 
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   118 頁

 1025411,179,7 安達内科　循環器科 〒420-0871 054(250)2601医療法人社団　昭府内安達　光宣 平10. 1. 1内   循   リウ診療所
     静岡市葵区昭府２丁目２２－８ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 アレ 現存
     (医       2)　安達　光宣 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026411,180,5 小長井整形外科医院 〒422-8064 054(286)0911医療法人社団　淳厚会小長井　淳弘 平13.12.21整外 外   リハ診療所
     静岡市駿河区新川２－５－３１ 常　勤:    2　理事長　小長井　淳 移動 リウ 現存
     (医       2)弘 平25.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027411,181,3 みどり内科クリニック〒420-0068 054(272)4305医療法人社団　みどり河野　陽一 平10. 1. 1内   診療所
     静岡市葵区田町２－１４１－１８常　勤:    1　理事長　河野　陽一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028411,182,1 内科　胃腸科　八木医〒420-0873 054(271)2305医療法人社団　大龍会八木　龍夫 平22. 3. 1内   リハ 他  診療所
     院 静岡市葵区籠上２８－２４ 常　勤:    3　理事長　八木　龍夫 移動 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029411,183,9 きくち内科医院 〒422-8064 054-284-7171医療法人社団　恵勇会菊池　隆介 平10. 4. 1内   消   診療所
     静岡市駿河区新川２ー８ー３ 常　勤:    2　理事長　菊池　隆介 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030411,184,7 医療法人社団健正会　〒421-1223 054(278)3939医療法人社団健正会　山本　修三 平10. 4. 1療養       174病院
     静岡アオイ病院 静岡市葵区 津１９０－１ 常　勤:    5理事長　山本　修三 組織変更 内   リハ 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031411,185,4 静岡県精神保健福祉セ〒422-8031 054-286-9245静岡県　静岡県知事　内田　勝久 平10. 6. 1精   神   診療所
     ンター 静岡市駿河区有明町２ー２０ 常　勤:    1川勝　平太 移動 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032411,186,2 静岡共立クリニック 〒422-8006 054(284)7222医療法人社団偕翔会　山田　敏生 平10. 6. 1他   診療所
     静岡市駿河区曲金４－１－２５ 常　勤:    4理事長　堀川　和裕 交代 現存
     (医       4) 平28. 6. 1
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033411,187,0 あさいクリニック 〒422-8056 054-288-6555医療法人社団　あさい淺井　隆志 平10. 8. 1胃   こう 内  診療所
     静岡市駿河区津島町６ー３１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)淺井　隆志 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034411,188,8 城北公園クリニック 〒420-0886 054-245-6700医療法人社団　秀明会佐野　秀典 平11. 1. 1神内 精   心内診療所
     静岡市葵区大岩４ー２５ー４３ 常　勤:    2　理事長　佐野　秀典 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
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 1035411,189,6 溝口病院 〒420-0813 054(261)3476医療法人社団　リラ　寺田　修 平11. 4. 1精神       236病院
     静岡市葵区長沼６４７番地 常　勤:   12理事長　溝口　明範 組織変更 精   神   現存
     (医      11) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036411,190,4 松田消化器内科クリニ〒420-0805 054-248-2001医療法人社団　山吉会松田　昌幸 平11. 4. 1消   内   診療所
     ック 静岡市葵区城北２４ 常　勤:    1　理事長　松田昌幸 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037411,191,2 白鳥消化器内科医院 〒422-8027 054-289-0555医療法人社団　しらと白鳥　隆 平20. 5. 3内   リハ 消  診療所
     静岡市駿河区豊田１丁目７番２２常　勤:    1り会　理事長　白鳥　 移動 こう 現存
     号 (医       1)隆 平26. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038411,192,0 トモノ医院 〒420-0833 054-245-6236医療法人　慈友会　理伴野　隆久 平11. 7. 1内   胃   小  診療所
     静岡市葵区東鷹匠町２４ 常　勤:    2事長　伴野隆久 その他 外   整外 こう現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039411,193,8 わたなべクリニック 〒422-8067 054-285-5837医療法人社団　わたな渡辺　憲治 平11. 8. 1内   小   呼  診療所
     静岡市駿河区南町６ー１６ー１０常　勤:    1べクリニック　理事長 組織変更 現存
     ４ (医       1)　渡辺憲治 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040411,194,6 松木消化器内科クリニ〒420-0803 054-262-6500医療法人社団　マッキ松木　啓 平11. 8. 1胃   こう 内  診療所
     ック 静岡市葵区千代田７ー７ー１２ 常　勤:    1ー　理事長　松木　啓 組織変更 リハ 消   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041411,196,1 ふかさわレディスクリ〒422-8036 054-238-3883医療法人社団　深澤産深澤　洋幸 平12. 1. 1産   婦   診療所
     ニック 静岡市駿河区敷地１ー１８ー１０常　勤:    1婦人科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)深澤　洋幸 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042411,199,5 おくむらメンタルクリ〒422-8061 054-286-7707医療法人社団　ハート奥村　透 平12. 4. 1精   心内 診療所
     ニック 静岡市駿河区森下町１ー３０サン常　勤:    1アイランド　理事長　 組織変更 現存
     コウビル２Ｆ (医       1)奥村　透 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043411,200,1 岩﨑胃腸科医院 〒420-0005 054-271-8882医療法人社団　岩﨑胃多田　耕平 平12. 8. 1内   呼内 アレ診療所
     静岡市葵区北番町９７ー１ 常　勤:    1腸科医院　理事長　多 組織変更 他   現存
     (医       1)田　耕平 平24. 8. 1血液内科・消化
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044411,201,9 あきやま呼吸器クリニ〒420-0031 054-273-8144医療法人社団　唐木会秋山　仁一郎 平12. 8. 1呼   アレ 診療所
     ック 静岡市葵区呉服町２ー２ー３０ 常　勤:    1　理事長　秋山　仁一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平24. 8. 1
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 1045411,202,7 まつとみクリニック 〒420-0943 054-205-4777医療法人社団　松英会朝来野　弦 平21. 5. 1外   小外 眼  診療所
     静岡市葵区上伝馬２３―１８ 常　勤:    1　理事長　朝来野　弦 移動 リハ 他   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046411,203,5 耳鼻咽喉科　気管食道〒422-8033 054-281-3387医療法人社団　天眞堂中根　麻里絵 平13. 1. 1耳い 気食 整外診療所
     科　静岡ＥＮＴクリニ静岡市駿河区登呂４ー１３ー９ 常　勤:    2　理事長　中根　麻里 組織変更 現存
     ック (医       2)絵 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047411,204,3 おおや整形外科クリニ〒422-8023 054-289-8080医療法人社団　栄成会佐藤　栄作 平13. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 静岡市駿河区片山８ー１５ 常　勤:    1　理事長　佐藤　栄作 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048411,206,8 医療法人社団　翔未会〒420-0853 054-205-5355医療法人社団　翔未会在原　和夫 平13.10. 1内   ひ   他  診療所
     　追手町クリニック 静岡市葵区追手町９－２８　興産常　勤:    1　理事長　堀切　つぐ 新規 現存
     ビル４Ｆ (医       1)み 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049411,207,6 医療法人社団芳月会　〒422-8004 054-267-2788医療法人社団　芳月会宮田　潤一 平14. 1. 1消   内   神内診療所
     宮田医院 静岡市駿河区国吉田４ー２４ー１常　勤:    2　理事長　宮田　潤一 組織変更 現存
     ７ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050411,208,4 福間産婦人科クリニッ〒422-8058 054-285-7717医療法人社団　福間産福間　秀昭 平14. 4. 1一般        12診療所
     ク 静岡市駿河区中原７３９ー１ 常　勤:    1婦人科クリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)事長　福間　秀昭 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051411,209,2 城北共立クリニック 〒420-0805 054-249-2555医療法人社団偕翔会　大下　裕世 平14. 6.15他   診療所
     静岡市葵区城北１１１－１ 常　勤:    3理事長　堀川　和裕 新規 現存
     (医       3) 平26. 6.15
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052411,210,0 医療法人社団第一駿府〒420-0816 054(245)6251医療法人社団第一駿府溝口　知裕 平14. 7. 1精神        60病院
     病院 静岡市葵区沓谷１－３０－２０ 常　勤:    4病院　理事長　溝口　 組織変更 精   神   現存
     (医       3)博美 平26. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
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 1053411,211,8 つしま眼科医院 〒422-8033 054-288-7785医療法人社団　晃明会津島　一晃 平14. 7. 1眼   診療所
     静岡市駿河区登呂４ー２ー５ 常　勤:    1　理事長　津島　一晃 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054411,212,6 堀向医院 〒422-8006 054-281-3041医療法人社団　憲仁会堀向　文憲 平14. 8. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区曲金５ー４ー６３ 常　勤:    1　理事長　堀向　文憲 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055416,004,2 静岡済生会総合病院 〒422-8527 054-280-5001社会福祉法人恩賜財団石山　純三 昭53. 8. 1一般 病院
     (416,004,8) 静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号常　勤:  118済生会支部静岡県済生     一般   521現存
     (医     115)会　支部長　石塚　隆 平29. 8. 1内   精   神内
     (歯       3)夫 呼   消   循  
     非常勤:   57 小   外   整外
     (医      55) 脳外 呼外 心外
     (歯       2) 小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 形外 歯  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056416,007,5 静岡赤十字病院 〒420-0853 054(254)4311日本赤十字社　社長　磯部　潔 昭53. 8. 1一般       465病院
     静岡市葵区追手町８番２号 常　勤:  138近衞　忠煇 内   神内 整外現存
     (医     118) 平29. 8. 1産婦 麻   リウ
     (薬      20) 呼内 形外 眼  
     非常勤:   48 他   脳外 耳い
     (医      47) 心外 精   小  
     (薬       1) 皮   リハ 呼外
     外   ひ   放  
     救急、血内、消
     内、糖尿病・代
     謝内、循内、他
     ３科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057420,002,0 ごんクリニック 〒422-8034 054-238-5005権　永鉄 権　永鉄 平15. 4.15内   ひ   性  診療所
     静岡市駿河区高松２－５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058420,003,8 榎本内科クリニック 〒420-0923 054-208-8820榎本　哲也 榎本　哲也 平15. 4.15内   診療所
     静岡市葵区川合２－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059420,004,6 山田医院 〒422-8007 054-262-2919山田　孝史 山田　孝史 平15. 4. 1内   消   小  診療所
     静岡市駿河区聖一色４７３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
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 1060420,009,5 呉服町　栗林眼科 〒420-0031 054(253)4139栗林　秀治 栗林　秀治 平15. 8. 1眼   診療所
     静岡市葵区呉服町２ー７ー８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061420,011,1 こんどうクリニック 〒422-8037 054-236-5555近藤　大造 近藤　大造 平15.11.15内   呼   診療所
     静岡市駿河区下島３２４　平瓮ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル　パート１　１０１号 (医       1) 平27.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062420,012,9 原小児科医院 〒424-0852 0543(52)6367原　光宏 原　光宏 平15.11. 1小   アレ 診療所
     静岡市清水区神田町５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063420,013,7 今井産科婦人科クリニ〒420-0004 054-275-0341今井　公俊 今井　公俊 平15.12. 1一般        11診療所
     ック 静岡市葵区末広町１１７－１ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064420,020,2 村上クリニック 〒424-0839 0543(52)8134村上　泰秀 村上　泰秀 平16. 4. 1ひ   放   診療所
     静岡市清水区入江岡町４－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065420,022,8 ら（羅）眼科 〒422-8067 054-202-1688羅　錦營 羅　錦營 平16. 4.15眼   診療所
     静岡市駿河区南町１４－２５エス常　勤:    1 新規 現存
     パティオ２階２０１－Ｈ (医       1) 平28. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066420,025,1 呉服町土屋内科 〒420-0031 054-221-0151土屋　厚 土屋　厚 平16. 5. 1内   診療所
     静岡市葵区呉服町１－１－１４圭常　勤:    1 新規 現存
     田ビル６階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067420,026,9 青木内科クリニック 〒424-0204 0543-69-0044青木　秀剛 青木　秀剛 平16. 7. 1内   消   診療所
     静岡市清水区興津中町９９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068420,028,5 なかむら耳鼻咽喉科 〒420-0031 054-250-8787中村　昇太郎 中村　昇太郎 平16. 9.15耳い アレ 診療所
     静岡市葵区呉服町１－１－１４圭常　勤:    1 新規 現存
     田ビル　５階 (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069420,033,5 清水おかべクリニック〒424-0008 0543-49-3330岡部　静也 岡部　静也 平16.11. 1耳い アレ 診療所
     静岡市清水区押切２１３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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 1070420,045,9 用宗落合診療所 〒421-0122 054-258-1007落合　滋 落合　滋 平17. 4. 1内   診療所
     静岡市駿河区用宗４丁目２番２号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071420,046,7 佐藤内科医院 〒422-8067 054-285-2288佐藤　太志 佐藤　太志 平17. 4. 7内   循   消  診療所
     静岡市駿河区南町１２ー１９ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072420,052,5 平野医院 〒420-0033 054(252)3267平野　靖雄 平野　靖雄 平17. 8. 1一般        10診療所
     静岡市葵区昭和町５－５ 常　勤:    2 組織変更 内   産   婦  現存
     (医       2) 平29. 8. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073420,055,8 えのもと循環器科・内〒420-0011 054-272-0511榎本　信雄 榎本　信雄 平17.10.15循   内   診療所
     科 静岡市葵区安西１－７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074420,057,4 きたざわ内科 〒420-0068 054-205-4171北澤　透 北澤　透 平17.12. 1内   消   診療所
     静岡市葵区田町２－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075420,063,2 竹内形成外科医院 〒420-0844 054-249-2033竹内　和彦 竹内　和彦 平18. 4. 1形外 診療所
     静岡市葵区緑町４－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076420,065,7 田野医院 〒420-0803 054-245-9732田野　博宣 田野　博宣 平18. 5. 1内   小   診療所
     静岡市葵区千代田２ー１３ー３５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077420,066,5 御幸町アイクリニック〒420-0857 054-252-0053伊堂寺　一彦 伊堂寺　一彦 平18. 6. 1眼   診療所
     静岡市葵区御幸町６静岡セントラ常　勤:    1 新規 現存
     ルビル６階Ａ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078420,069,9 有東坂しいのきクリニ〒424-0873 0543-47-6103竹田　定生 竹田　定生 平18.10. 1内   循   診療所
     ック 静岡市清水区有東坂５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079420,070,7 ゆずの木町内科・循環〒420-0012 054-253-0014小長井　英生 小長井　英生 平18.10. 1内   他   診療所
     器科 静岡市葵区柚木町２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080420,071,5 清水スポーツ整形外科〒424-0114 0543-61-2200大瀨　眞人 大瀨　眞人 平18.10.15整外 リハ 診療所
     静岡市清水区庵原町５７５－２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
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 1081420,072,3 ハート・ルーチェ・ク〒420-0853 054-251-1225荻久保　典子 荻久保　典子 平22.12. 1精   他   診療所
     リニック 静岡市葵区追手町４６　中町ＣＦ常　勤:    1 移動 現存
     ビル　３Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082420,073,1 大蝶耳鼻咽喉科 〒424-0845 054-355-2100大蝶　修司 大蝶　修司 平19. 2. 1耳い 診療所
     静岡市清水区船原２－１７６－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083420,076,4 坂本医院 〒420-0841 054(247)3858坂本　修一 坂本　修一 平19. 5.13内   胃   診療所
     静岡市葵区上足洗３丁目２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084420,077,2 三神医院 〒422-8018 054(237)5653三神　美久 三神　美久 平19. 6. 1内   消   診療所
     静岡市駿河区西大谷４ー４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085420,080,6 うえのやま小児科 〒420-0804 054-200-2200上野山　裕已 上野山　裕已 平19. 9. 1小   アレ 診療所
     静岡市葵区竜南３－１２－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086420,088,9 石川アイクリニック 〒424-0212 054-369-3369石川　徹 石川　徹 平19.11.15眼   診療所
     静岡市清水区八木間町１６５９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087420,089,7 美和クリニック 〒421-2124 054-206-0300三神　美和 三神　美和 平20. 2. 1内   循   診療所
     静岡市葵区足久保口組１２７－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088420,090,5 あしかわ皮膚科 〒421-0111 054-258-5564芦川　大介 芦川　大介 平20. 2.15皮   診療所
     静岡市駿河区丸子新田２４４－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089420,091,3 あおばこころのクリニ〒420-0839 054-200-2227坂ノ上　政綱 坂ノ上　政綱 平27. 4.21精   心内 診療所
     ック 静岡市葵区鷹匠３－１７－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090420,092,1 こうのファミリークリ〒424-0925 054-335-5730河野　明彦 河野　明彦 平20. 3. 1外   内   眼  診療所
     ニック 静岡市清水区清水村松地先新田１常　勤:    2 新規 現存
     ０－８ (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091420,093,9 かわはら医院　小児科〒422-8033 054-283-8724河原　秀俊 河原　秀俊 平20. 3. 1小   アレ 診療所
     ・アレルギー科 静岡市駿河区登呂２－９－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
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 1092420,095,4 おぐす皮ふ科クリニッ〒420-0805 054-209-6701小楠　浩二 小楠　浩二 平20. 4. 1皮   診療所
     ク 静岡市葵区城北７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093420,097,0 増田こどもクリニック〒422-8027 054-288-3770増田　裕行 増田　裕行 平20. 8. 1小   アレ 他  診療所
     静岡市駿河区豊田１ー８ー３０ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094420,099,6 宮城島耳鼻咽喉科医院〒420-0841 054-207-7402宮城島　正和 宮城島　正和 平20. 9. 1耳い アレ 診療所
     静岡市葵区上足洗２－７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095420,102,8 髙橋眼科クリニック 〒422-8007 054-267-2345髙橋　邦昌 髙橋　邦昌 平20.10. 1眼   診療所
     静岡市駿河区聖一色３６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096420,104,4 やはた内科・循環器内〒422-8076 054-286-6222鈴木　喜之 鈴木　喜之 平21. 2. 1内   循   診療所
     科 静岡市駿河区八幡４－７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097420,106,9 高橋内科医院 〒420-0064 054(253)0850髙橋　直之 髙橋　直之 平21. 4. 1内   呼   循  診療所
     静岡市葵区本通５―２―８ 常　勤:    2 交代 消   小   現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098420,107,7 おおいし脳神経外科ク〒424-0042 054-363-0014大石　晴之 大石　晴之 平21. 5. 1脳外 リハ 内  診療所
     リニック 静岡市清水区高橋南町９―１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099420,108,5 心療内科　するがハー〒422-8062 054-281-0555寺田　倫 寺田　倫 平21. 5. 1心内 精   診療所
     トクリニック 静岡市駿河区稲川１―１―１０コ常　勤:    1 新規 現存
     モドベルデ２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100420,109,3 しずおか葵の森クリニ〒420-0007 054-260-5011古川　敬芳 古川　敬芳 平21. 5. 1内   外   皮  診療所
     ック 静岡市葵区柳町１９３―１ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101420,111,9 おさだ眼科 〒421-0111 054-257-8008加藤　博美 加藤　博美 平21. 9. 1眼   診療所
     静岡市駿河区丸子新田５３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
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 1102420,112,7 南町クリニック 〒422-8067 054-266-3730服部　功 服部　功 平21.11. 1心内 精   診療所
     静岡市駿河区南町４－１４　グラ常　勤:    1 新規 現存
     ンドメゾン静岡ザタワー　１０１(医       1) 平27.11. 1
     －１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103420,115,0 静岡心療内科メンタル〒422-8067 054-654-7557矢野　裕 矢野　裕 平22. 4. 1心内 精   診療所
     クリニック 静岡市駿河区南町１４－２５　エ常　勤:    1 新規 現存
     スパティオ２Ｆクリニックモール(医       1) 平28. 4. 1
     内２０１－Ｃ－１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104420,117,6 桜心メンタルクリニッ〒422-8041 054-202-8118櫻井　新一郎 櫻井　新一郎 平22. 5. 1心内 精   神  診療所
     ク 静岡市駿河区中田３－１－３８エ常　勤:    1 新規 現存
     スペラール中田１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105420,121,8 秋山眼科クリニック 〒424-0842 054-353-0101秋山　博紀 秋山　博紀 平22.11. 1眼   診療所
     静岡市清水区春日１－６－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106420,122,6 玉川診療所 〒421-2223 054-292-2223大杉　直 大杉　直 平22.10. 1内   診療所
     静岡市葵区落合２４３ー６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107420,127,5 江尻東クリニック 〒424-0815 054-368-6683袴田　安彦 袴田　安彦 平23.10. 1外   他   診療所
     静岡市清水区江尻東３－８－１８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108420,130,9 たまみ皮膚科医院 〒420-0804 054-294-8668中田　珠美 中田　珠美 平24. 6. 1皮   アレ 診療所
     静岡市葵区竜南１－５－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109420,133,3 東静岡耳鼻科 〒422-8006 054-289-1112加藤　高志 加藤　高志 平25. 1. 1耳い アレ 診療所
     静岡市駿河区曲金６－１０－１４常　勤:    1 新規 現存
     東静岡サウスクリニックモール２(医       1) 平25. 1. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110420,135,8 桜皮膚科 〒424-0842 054-368-6272夏山　慶洙 夏山　慶洙 平25. 3. 1皮   診療所
     静岡市清水区春日１－５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111420,138,2 杉山医院 〒424-0808 054-366-0512杉山　好彦 杉山　好彦 平25. 7. 7整外 内   診療所
     静岡市清水区大手３－３－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 7
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 1112420,139,0 はとりこどもクリニッ〒421-1213 054-297-3120水野　恵介 水野　恵介 平25. 9. 1小   他   診療所
     ク 静岡市葵区山崎１－２６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113420,140,8 ギャラリー眼科 〒420-0031 054-272-3661邱　信男 邱　信男 平25.12. 1眼   診療所
     静岡市葵区呉服町２－６－１０レ常　勤:    1 新規 現存
     イアップ呉服町ビル３階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114420,141,6 村手医院 〒424-0814 054-366-5275村手　順一 村手　順一 平26. 1. 9内   診療所
     静岡市清水区本郷町５番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115420,143,2 たむら整形外科 〒424-0855 054-353-0777田村　晋 田村　晋 平26. 6. 1整外 リハ 診療所
     静岡市清水区庄福町９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116420,144,0 清水胃腸科医院 〒424-0826 054-352-9551小俣　亮 小俣　亮 平26. 5. 1内   他   診療所
     静岡市清水区万世町２－１－２ 常　勤:    1 交代 胃腸内科 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117420,145,7 菜のはなファミリーク〒421-3103 054-375-5785望月　菜緒美 望月　菜緒美 平26. 7. 1内   他   診療所
     リニック 静岡市清水区由比７５０　マンシ常　勤:    1 新規 血液内科 現存
     ョンＯａｋ１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118420,150,7 上足洗内科クリニック〒420-0841 054-246-1110八木　俊輔 八木　俊輔 平26.12. 1内   他   神内診療所
     静岡市葵区上足洗１－２－３５ 常　勤:    1 新規 老年内科、糖尿現存
     (医       1) 平26.12. 1病内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119420,151,5 こどもクリニックみな〒420-0841 054-249-3710湊　晃子 湊　晃子 平26.12. 1小   診療所
     と 静岡市葵区上足洗２－４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120420,153,1 いのうえ皮ふ科 〒422-8043 054-260-6300井上　太郎 井上　太郎 平27. 4. 1皮   他   アレ診療所
     静岡市駿河区中田本町４９－５ 常　勤:    1 新規 小児皮膚科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1121420,155,6 安東耳鼻咽喉科医院 〒420-0882 054-248-7200柴　和孝 柴　和孝 平27. 4. 1耳い 診療所
     静岡市葵区安東３－１７－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122420,158,0 静岡ハートリズムクリ〒420-0851 054-652-1020藤木　明 藤木　明 平27. 6. 1他   内   診療所
     ニック 静岡市葵区黒金町４９パルシェ７常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123420,159,8 静岡消化器科クリニッ〒420-0839 054-273-8111請川　淳一 請川　淳一 平27. 6. 1他   内   診療所
     ク 静岡市葵区鷹匠１ー１２ー１ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124420,160,6 かどまクリニック 〒420-0876 054-266-9864門磨　義隆 門磨　義隆 平27. 7. 1内   外   診療所
     静岡市葵区平和１－３－６５友孝常　勤:    1 新規 現存
     マンション１０３ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125420,164,8 おおぬき内科クリニッ〒424-0008 054-340-3700大貫　勝美 大貫　勝美 平27.11. 1内   他   診療所
     ク 静岡市清水区押切２００２－１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126420,166,3 依藤産婦人科医院 〒420-0841 054-209-6601依藤　崇志 依藤　崇志 平27.12. 1一般        14診療所
     静岡市葵区上足洗２－１－９ 常　勤:    2 新規 産   婦   現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127420,167,1 ひびのクリニック 〒420-0884 054-246-0099日比野　正幸 日比野　正幸 平27.12. 1他   内   外  診療所
     静岡市葵区大岩本町２５－１５ 常　勤:    1 新規 消化器内科、肛現存
     (医       1) 平27.12. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128420,168,9 とも内科・呼吸器内科〒424-0017 054-371-5678土屋　智義 土屋　智義 平28. 3. 1内   呼内 アレ診療所
     静岡市清水区天王東６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129420,169,7 秋山医院 〒420-0813 054-261-1141秋山　義明 秋山　義明 平28. 2. 1外   整外 皮  診療所
     静岡市葵区長沼３－２－２０ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130420,170,5 阪部循環器内科・内科〒424-0905 054-335-5000阪部　優夫 阪部　優夫 平28. 4. 1他   内   産婦診療所
     　婦人科クリニック 静岡市清水区駒越西１－２－６２常　勤:    2 新規 循環器内科 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
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 1131420,172,1 斉藤リウマチ・整形外〒420-0034 054-652-3110齊藤　進 齊藤　進 平28. 5. 1リウ 整外 リハ診療所
     科クリニック 静岡市葵区常磐町１－４－１２第常　勤:    1 新規 現存
     １ヨシコン常盤町ビル１Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132420,173,9 いりえ耳鼻咽喉科 〒424-0832 054-361-3387杉山　健一 杉山　健一 平28. 5. 1耳い アレ 他  診療所
     静岡市清水区入江南町１４－２７常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133420,174,7 かどたこどもクリニッ〒424-0052 054-344-1181門田　景介 門田　景介 平28. 6. 1小   診療所
     ク 静岡市清水区北脇５８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134420,176,2 こまごえ整形外科 〒424-0912 054-376-5830岩品　徹 岩品　徹 平28. 9. 1整外 リハ 診療所
     静岡市清水区殿沢２－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135420,177,0 ほんまファミリークリ〒422-8042 054-201-9070本間　博臣 本間　博臣 平28.10. 1耳い 小   アレ診療所
     ニック 静岡市駿河区石田３－１１－３４常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136420,178,8 古庄さとう泌尿器科ク〒420-0812 054-207-8170佐藤　元 佐藤　元 平28.10. 1ひ   診療所
     リニック 静岡市葵区古庄３－２－７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137420,179,6 静岡静脈瘤クリニック〒420-0858 054-275-0770佐野　成一 佐野　成一 平28.12. 1他   形外 皮  診療所
     静岡市葵区伝馬町８－１　サンロ常　勤:    1 新規 内   現存
     ーゼビル２Ｆ (医       1) 平28.12. 1血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138420,180,4 竜南泌尿器科クリニッ〒420-0804 054-395-7041仲島　義治 仲島　義治 平29. 5. 1ひ   診療所
     ク 静岡市葵区竜南３－１１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139420,181,2 静岡サニーメディカル〒420-0886 054-637-1081桑原　絢也 桑原　絢也 平29. 5. 1内   精   診療所
     クリニック 静岡市葵区大岩１－４－３１－１非常勤:    5 新規 現存
     (医       5) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140420,182,0 するがこどもクリニッ〒422-8057 054-204-5529草深　純一 草深　純一 平29. 7. 1小   小外 他  診療所
     ク 静岡市駿河区見瀬２２９－２ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平29. 7. 1小児泌尿器科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1141420,183,8 吉川医院 〒420-0804 054-247-0123吉川　俊之 吉川　俊之 平29. 7. 1内   他   診療所
     静岡市葵区竜南１ー１４ー３１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142420,185,3 おきつ耳鼻咽喉科クリ〒424-0212 054-369-6363大久保　亜季 大久保　亜季 平29.11. 1耳い 診療所
     ニック 静岡市清水区八木間町１６６２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143420,186,1 新静岡　たにぐち眼科〒420-8508 054-266-7293谷口　秀隆 谷口　秀隆 平29.11. 1眼   診療所
     静岡市葵区鷹匠１－１－１新静岡常　勤:    1 新規 現存
     セノバ５階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144420,187,9 みやざき内科クリニッ〒421-0112 054-268-1830宮崎　洋生 宮崎　洋生 平30. 2. 1内   他   アレ診療所
     ク 静岡市駿河区東新田１ー１３ー２常　勤:    1 交代 呼吸器内科 現存
     ７ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145420,188,7 聖一色齋藤医院 〒422-8007 054-264-1112吉井　仁 吉井　仁 平30. 4. 1内   神内 診療所
     静岡市駿河区聖一色４１４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146420,189,5 さくら整形外科 〒420-0873 054-251-1199山田　理顕 山田　理顕 平30. 5. 1整外 リウ 神内診療所
     静岡市葵区籠上１２－４０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147420,190,3 秋田内科・呼吸器内科〒420-0873 054-251-2512秋田　剛史 秋田　剛史 平30. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     静岡市葵区籠上１２－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148420,191,1 あずさ眼科 〒422-8041 054-204-0400塩川　あずさ 塩川　あずさ 平30. 6. 1眼   診療所
     静岡市駿河区中田３－３－５　ク常　勤:    1 新規 現存
     リエイトＳＤ静岡中田店２階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149420,192,9 県立美術館前レディー〒422-8002 054-264-6000飯田　修一 飯田　修一 平30. 6. 1他   診療所
     スメンタルクリニック静岡市駿河区谷田３０ー２２ 新規 産婦人科（生殖現存
     平30. 6. 1医療）、心療内
     科（女性）、他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   131 頁

 1150421,002,9 静岡市立清水病院 〒424-8636 054-336-1111静岡県静岡市　静岡市藤井　浩治 平15. 4. 1一般       475病院
     (421,002,5) 静岡市清水区宮加三１２３１番地常　勤:  100長　田辺　信宏 交代 内   他   神内現存
     (医      73) 平27. 4. 1小   精   外  
     (歯       4) 整外 形外 脳外
     (薬      23) 呼外 皮   ひ  
     非常勤:   42 産婦 眼   耳い
     (医      39) リハ 麻   歯外
     (歯       3) 病理診断科、他
     ８科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151421,003,7 山中整形外科 〒422-8036 054-238-3066医療法人社団　慶静会山中　芳 平15. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     静岡市駿河区敷地１－２８－６ 常　勤:    1　理事長　山中　芳 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152421,004,5 静岡市急病センター 〒420-0821 054(261)1111静岡市　静岡市長　田袴田　光治 平25. 4. 1内   小   外  診療所
     静岡市葵区柚木１０１４番地 常　勤:    2辺　信宏 移動 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:  133
     (医     133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153421,005,2 静岡市国民健康保険井〒428-0504 054-260-2300静岡県静岡市　静岡市山田　寛 平15. 4. 1一般         2診療所
     (421,004,1) 川診療所 静岡市葵区井川１１３３ー２ 常　勤:    5長　田辺　信宏 交代 内   小   外  現存
     (医       5) 平27. 4. 1婦   歯   
     非常勤:    8
     (医       7)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154421,006,0 白萩病院 〒422-8018 054-236-7272医療法人社団　秀慈会萩原　覚也 平15. 5. 1療養       120病院
     静岡市駿河区西大谷１６－１ 常　勤:    6　理事長　萩原　秀男 新規 内   リハ 現存
     (医       4) 平27. 5. 1
     (薬       2)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155421,007,8 医療法人社団瑞悠会　〒424-0911 0543-35-7801医療法人社団　瑞悠会小原　智子 平15. 5.15眼   診療所
     小原眼科クリニック 静岡市清水区宮加三８７－１ 常　勤:    1　理事長　小原　誠 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156421,008,6 すながわこどもクリニ〒420-0001 054-205-2088医療法人　社団　かも砂川　佳昭 平15. 8. 1小   診療所
     ック 静岡市葵区井宮町１０３－１ 常　勤:    1っ子クラブ　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)砂川　佳昭 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1157421,009,4 かん小児科クリニック〒420-0813 054-267-3755医療法人社団　かん小菅　明彦 平15. 8. 1小   アレ 診療所
     静岡市葵区長沼２５８ー７ 常　勤:    1児科　理事長　菅　明 組織変更 現存
     (医       1)彦 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158421,010,2 白鳥内科医院 〒420-0003 054-653-0810医療法人社団　スワン白鳥　博 平16. 1. 1内   神内 診療所
     静岡市葵区片羽町５８ 常　勤:    1　理事長　白鳥　博 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159421,011,0 こぐまこどもクリニッ〒422-8004 054-655-4800医療法人社団　こぐま早川　聡 平16. 1. 1小   アレ 診療所
     ク 静岡市駿河区国吉田５－１３－１常　勤:    1　理事長　早川　聡 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160421,012,8 ひまわりアイクリニッ〒420-0858 054-252-7920医療法人　しんあい会片柳　智香子 平16. 4. 1眼   診療所
     ク 静岡市葵区伝馬町３－１深尾ビル常　勤:    2　理事長　松尾　眞二 交代 現存
     ３階 (医       2)郎 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161421,013,6 山崎医院 〒422-8064 054(285)6811医療法人社団　ミュー山崎　嘉弘 平16. 4. 1内   消   小  診療所
     静岡市駿河区新川１丁目１９番５常　勤:    1　理事長　山崎　嘉弘 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162421,014,4 キッズクリニックさの〒422-8036 054-237-1134医療法人社団　ありす佐野　正 平16. 4. 1小   アレ 診療所
     静岡市駿河区敷地１－１８－１９常　勤:    1倶楽部　理事長　佐野 組織変更 現存
     (医       1)　正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163421,015,1 汐入きむらクリニック〒422-8036 054-238-1111医療法人社団　メディ木村　正 平16. 4. 1耳い 形外 皮  診療所
     静岡市駿河区敷地２ー１１ー２１常　勤:    1ーナ　理事長　木村　 組織変更 アレ 現存
     (医       1)正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164421,016,9 みたけ内科循環器科ク〒420-0833 054-249-1221医療法人社団　医啓会三竹　啓敏 平16. 5. 1内   循   診療所
     リニック 静岡市葵区東鷹匠町４－１０ 常　勤:    1　理事長　三竹　啓敏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165421,018,5 水野眼科 〒424-0865 0543-55-5105医療法人社団　誠敬会水野　和也 平16. 8. 1眼   診療所
     静岡市清水区船越３－５－７ 常　勤:    1　理事長　水野　和也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166421,019,3 堀口皮膚科クリニック〒424-0941 0543-55-3377医療法人社団　大樹　堀口　大輔 平16. 8. 1皮   診療所
     静岡市清水区富士見町８ー１１ 常　勤:    1理事長　堀口　大輔 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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 1167421,020,1 のの村耳鼻咽喉科クリ〒420-0006 054-250-8741医療法人社団　のの村野々村　光栄 平17. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     ニック 静岡市葵区若松町９８－１ 常　勤:    1　野々村　光栄 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168421,021,9 高野橋医院　脳神経外〒421-0106 054-256-2525医療法人社団　律正会高野橋　正好 平17. 1. 1脳外 心外 他  診療所
     科　心臓血管外科 静岡市駿河区北丸子２ー５ー１０常　勤:    2　理事長　高野橋　正 組織変更 循環器内科 現存
     (医       2)好 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169421,022,7 置塩泌尿器科クリニッ〒420-0031 054-653-5117医療法人社団　慶心会置塩　則彦 平17. 1. 1ひ   診療所
     ク 静岡市葵区呉服町１－１－２静岡常　勤:    1　理事長　置塩　則彦 組織変更 現存
     呉服町スクエア８Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170421,023,5 静岡リウマチ整形外科〒420-0821 054(267)1000医療法人社団アールア松山　賢哉 平17. 1. 1一般        24病院
     リハビリ病院 静岡市葵区柚木９０－１ 常　勤:    9ンドオー　理事長　鈴 組織変更 療養        64現存
     (医       6)木　延幸 平29. 1. 1整外 リハ リウ
     (薬       3) 内   麻   
     非常勤:   19
     (医      18)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171421,024,3 静清リハビリテーショ〒420-0823 054-653-5858医療法人社団アールア神原　啓文 平17. 3. 1一般 病院
     ン病院 静岡市葵区春日２－１２－２５ 常　勤:    7ンドオー　理事長　鈴 組織変更     一般    90現存
     (医       5)木　延幸 平29. 3. 1療養
     (薬       2)     療養   160
     非常勤:   16 内   リハ 神内
     (医      16) 脳外 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172421,025,0 静岡徳洲会病院 〒421-0117 054-256-8008医療法人沖縄徳洲会　山之上　弘樹 平17. 4. 1一般       403病院
     (421,008,2) 静岡市駿河区下川原南１１－１ 常　勤:   18理事長　鈴木　隆夫 新規 療養        96現存
     (医      14) 平29. 4. 1内   神内 外  
     (歯       2) 心外 脳外 形外
     (薬       2) 小   産婦 整外
     非常勤:  111 リハ 放   皮  
     (医     102) 歯外 ひ   耳い
     (歯       9) リウ 精   心内
     他   
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173421,027,6 静岡市こころの健康セ〒420-0821 054-262-3011静岡市　静岡市長　田松本　晃明 平25. 4. 1精   診療所
     ンター 静岡市葵区柚木１０１４番地 常　勤:    1辺　信宏 移動 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1174421,028,4 はなみずきクリニック〒420-0866 054-205-3300医療法人社団　竹風会鈴木　節夫 平17. 8. 1精   心内 他  診療所
     静岡市葵区西草深町１６－１０ 常　勤:    1　理事長　鈴木　節夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175421,029,2 大坪耳鼻咽喉科 〒420-0068 054-205-1139医療法人社団　大坪耳大坪　俊雄 平17. 8. 1耳い 診療所
     静岡市葵区田町２－１４１－５ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)坪　俊雄 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176421,030,0 いとう耳鼻咽喉科 〒420-0803 054-265-1000医療法人社団　純真会伊藤　純一 平17. 8. 1耳い アレ 診療所
     静岡市葵区千代田６－３０－２６常　勤:    1　理事長　伊藤　純一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177421,031,8 社会福祉法人小羊学園〒420-0805 054-249-2830社会福祉法人小羊学園山倉　慎二 平17.10. 1一般 病院
     　重症心身障害児施設静岡市葵区城北１１７番地 常　勤:    3　理事長　稲松　義人 新規     一般    73現存
     　つばさ静岡 (医       2) 平29.10. 1小   内   精  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   64
     (医      64)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178421,032,6 静岡曲金クリニック 〒422-8006 054-202-5050医療法人社団　ヴェリ真砂　園真 平17. 8. 1内   皮   アレ診療所
     静岡市駿河区曲金３－５－５ 常　勤:    1タス　理事長　真砂　 組織変更 リウ 病理 他  現存
     (医       1)玲治 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179421,033,4 浅野医院 〒421-0103 054-256-6200医療法人社団　エコロ浅野　英一 平17. 8. 1胃   外   こう診療所
     静岡市駿河区丸子３－１２－６４常　勤:    1ナ会　理事長　浅野　 組織変更 現存
     (医       1)英一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180421,034,2 静岡県発達障害者支援〒422-8031 054-286-9038静岡県　静岡県知事　八木　敦子 平17.11.15精   小   他  診療所
     センター診療所 静岡市駿河区有明町２－２０　静常　勤:    2川勝　平太 新規 現存
     岡総合庁舎別館　３階 (医       2) 平29.11.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181421,035,9 下山眼科クリニック 〒420-0031 054-253-5855医療法人社団　楷咲会下山　勝 平18. 4. 1眼   診療所
     静岡市葵区呉服町１－５－２呉服常　勤:    1　理事長　下山　勝 組織変更 現存
     町法月ビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182421,036,7 長谷通りクリニック 〒420-0882 054-200-0808医療法人社団　伯美会阿美　宗伯 平18. 1. 1内   消   循  診療所
     静岡市葵区安東１－２１－９ 常　勤:    2　理事長　阿美　宗伯 組織変更 神内 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1183421,037,5 こじまクリニック内科〒420-0816 054-263-4188医療法人社団　千諒会小島　春紀 平18. 1. 1内   循   診療所
     ・循環器科 静岡市葵区沓谷５－１２－７ 常　勤:    1　理事長　小島　春紀 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184421,038,3 えんどう内科クリニッ〒422-8041 054-284-1121医療法人社団　イーエ遠藤　茂樹 平18. 1. 1内   他   診療所
     ク 静岡市駿河区中田４－４－３８ 常　勤:    1ム倶楽部　理事長　遠 組織変更 現存
     (医       1)藤　茂樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185421,039,1 ばば小児科 〒424-0886 0543(47)2688医療法人社団　ばば医馬場　善朗 平18. 1. 1小   アレ 診療所
     静岡市清水区草薙３丁目１５－１常　勤:    1院　理事長　馬場　善 組織変更 現存
     ０ (医       1)朗 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186421,040,9 かげやま医院 〒420-0838 054(247)4011医療法人社団灯弘会　影山　慎二 平18. 2. 1ひ   性   循  診療所
     静岡市葵区相生町９番５号 常　勤:    2理事長　影山　慎二 交代 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187421,041,7 さそう内科・呼吸器科〒420-0026 054-205-8234医療法人社団　さそう佐宗　春美 平18. 4. 1内   他   アレ診療所
     クリニック 静岡市葵区大鋸町２－５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)佐宗　春美 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188421,042,5 森福整形外科 〒421-0103 054-268-5666医療法人社団　研友会森福　研一 平18. 5. 1整外 リハ 診療所
     静岡市駿河区丸子１－４－３７ 常　勤:    1　理事長　森福　研一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189421,043,3 こころとからだのクリ〒420-0033 054-205-6666医療法人社団　明光会花輪　治子 平18. 6. 1心内 神   精  診療所
     ニック　あおいクリニ静岡市葵区昭和町１－６サンフォ常　勤:    2　理事長　寺田　浩 組織変更 現存
     ック レスト静岡昭和町ビル　５階 (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190421,045,8 板井クリニック 〒422-8006 054-282-5525医療法人社団　エスア板井　茂行 平20.10. 1内   外   こう診療所
     静岡市駿河区曲金七丁目７番１９常　勤:    1ンドアール　理事長　 移動 消   リハ 現存
     号 (医       1)板井　茂行 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191421,046,6 堀田内科医院 〒422-8035 054(237)6767医療法人社団玉桂会　堀田　宗文 平20. 8. 1内   循   神内診療所
     静岡市駿河区宮竹１－４－７ 常　勤:    2理事長　堀田　宗爾 移動 リハ 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 1192421,047,4 しらいわ医院 〒420-0882 054-249-0555医療法人社団　香　会白岩　紀久男 平18. 9. 1ひ   皮   内  診療所
     静岡市葵区安東２ー８ー１４ 常　勤:    1　理事長　白岩　紀久 組織変更 現存
     (医       1)男 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193421,049,0 えいもと内科・消化器〒420-0911 054-655-2111医療法人社団　榮和会榮本　昭剛 平19. 1.15内   他   診療所
     科クリニック 静岡市葵区瀬名３－３８－９ 常　勤:    1　理事長　榮本　昭剛 新規 現存
     (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194421,050,8 佐々木ハートクリニッ〒420-0915 054-262-5811医療法人社団　玲徳会佐々木　玲聡 平27. 1.15内   他   診療所
     ク 静岡市葵区南瀬名町２６－３９ 常　勤:    1　理事長　佐々木　玲 移動 循環器内科 現存
     (医       1)聡 平27. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195421,051,6 塩川八幡ヒルズクリニ〒422-8076 054-280-0500医療法人社団　サーレ塩川　和彦 平19. 1. 1脳外 神内 眼  診療所
     ック 静岡市駿河区八幡５－３２－１０常　勤:    2　理事長　塩川　和彦 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196421,052,4 医療法人社団ケイスリ〒421-0111 054-201-0303医療法人社団　ケイス川口　欽也 平19. 1. 1一般        14診療所
     ーエム　まりこレディ静岡市駿河区丸子新田５１１ 常　勤:    2リーエム　理事長　川 組織変更 産   婦   現存
     スクリニック (医       2)口　欽也 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197421,053,2 溝口整形外科医院 〒421-2114 054-296-5622医療法人社団　良明会溝口　良純 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市葵区安倍口新田１２９－２常　勤:    1　理事長　溝口　良純 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198421,054,0 青島整形外科 〒422-8007 054-267-3330医療法人社団　明吾会青島　賢明 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市駿河区聖一色４３４－４ 常　勤:    1　理事長　青島　賢明 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199421,055,7 かとう整形外科医院 〒424-0037 0543-61-7711医療法人社団　医彩会加藤　裕之 平19. 1. 1整外 リハ 診療所
     静岡市清水区袖師町１１１９－１常　勤:    1　理事長　加藤　裕之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200421,056,5 城北すぎやま整形外科〒420-0884 054-209-8900医療法人社団　ハル　杉山　晴敏 平19. 1. 1整外 リハ 診療所
     静岡市葵区大岩本町２３－７ 常　勤:    1理事長　杉山　晴敏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201421,057,3 まつだクリニック 〒420-0005 054-221-8585医療法人社団　医忠会松田　忠久 平19. 1. 1ひ   診療所
     静岡市葵区北番町７８－４ 常　勤:    1　理事長　松田　忠久 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1202421,058,1 しぶかわ内科クリニッ〒424-0053 0543-45-7777医療法人社団　泰成会薬師川　融 平19. 1. 1内   皮   眼  診療所
     ク 静岡市清水区渋川３－１０－１７常　勤:    5　理事長　森　泰男 組織変更 アレ 現存
     (医       5) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203421,059,9 渡辺耳鼻咽喉科医院 〒421-0137 054-258-0220医療法人社団弘医会　渡邉　光弘 平19. 2. 1耳い 診療所
     静岡市駿河区寺田１２－９ 常　勤:    1理事長　渡邉　光弘 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204421,060,7 えぐち内科クリニック〒424-0929 054-337-1117医療法人社団　慶壽会江口　豊壽 平19. 4. 1内   診療所
     静岡市清水区日立町４－４ 常　勤:    1　理事長　江口　豊壽 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205421,061,5 レディースクリニック〒420-0882 054-249-3733医療法人社団　雄栄会古川　雄一 平19. 4. 1一般         4診療所
     古川 静岡市葵区安東３－１０－５ 常　勤:    1　理事長　古川　雄一 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206421,062,3 みどりのふきたクリニ〒420-0885 054-249-0888医療法人社団　グリー吹田　浩之 平19. 4. 1循   内   診療所
     ック 静岡市葵区大岩町４ー２３ 常　勤:    1ンハート　理事長　吹 組織変更 現存
     (医       1)田　浩之 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207421,063,1 ふるかわ北安東クリニ〒420-0881 054-248-3999医療法人社団　葵メデ古川　憲一 平19. 4. 1一般         2診療所
     ック 静岡市葵区北安東４－５－３２ 常　勤:    1ィカル　理事長　古川 組織変更 消   外   整外現存
     (医       1)　憲一 平25. 4. 1リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208421,064,9 金英幸　内科・消化器〒420-0881 054-209-2632医療法人社団　医英会金　英幸 平19. 4. 1内   消   診療所
     科クリニック 静岡市葵区北安東３－２０－１８常　勤:    1　理事長　金　英幸 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209421,065,6 伊藤医院 〒420-0038 054-253-0033医療法人社団　聴声会伊藤　靖郎 平19. 4. 1耳い 診療所
     静岡市葵区梅屋町１ー７ 常　勤:    1　理事長　伊藤　靖郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210421,066,4 川野辺小児科 〒420-0881 054-245-0888医療法人社団　芳誠会川野辺　重之 平19. 7. 1小   診療所
     静岡市葵区北安東３－２１－１７常　勤:    3　理事長　川野辺　重 交代 現存
     (医       3)之 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211421,067,2 たんぽぽ診療所 〒422-8001 054-267-7655医療法人社団めぐみ　遠藤　博之 平19. 7. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区中吉田２６－１６ 常　勤:    1理事長　遠藤　博之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 1212421,068,0 脇理一郎クリニック 〒420-0844 054-249-1119医療法人社団　静徳会脇　理一郎 平19. 7. 1内   神内 診療所
     静岡市葵区緑町５－３ 常　勤:    1２２世紀　理事長　脇 組織変更 現存
     (医       1)　理一郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213421,069,8 杉山整形リハビリクリ〒422-8041 054-202-5577医療法人社団　エスオ杉山　公彦 平19. 7. 1整外 リハ 診療所
     ニック 静岡市駿河区中田２－４－１２ 常　勤:    1ーアール　理事長　杉 組織変更 現存
     (医       1)山　公彦 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214421,070,6 やまだメディカルクリ〒424-0818 0543-66-0750医療法人社団　ゆうか山田　和人 平19. 7. 1内   呼   アレ診療所
     ニック 静岡市清水区江尻町９－１２ 常　勤:    1り会　理事長　山田　 組織変更 現存
     (医       1)和人 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215421,071,4 松永耳鼻咽喉科医院 〒422-8001 054-265-1188医療法人社団　瑛真会松永　信治 平20. 6. 1耳い 気食 診療所
     静岡市駿河区中吉田４５－５ 常　勤:    1　理事長　松永　信治 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216421,073,0 浦島メディカルクリニ〒424-0008 054-347-6699医療法人社団　マイル岩下　力 平20. 9. 1一般         6診療所
     ック 静岡市清水区押切１６２０ 常　勤:    2ストーン　理事長　浦 組織変更 外   内   麻  現存
     (医       2)島　哲郎 平26. 9. 1他   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217421,075,5 おおいしレディースク〒424-0008 054-344-1103医療法人社団産蛍会　大石　晃良 平21. 4. 1一般        12診療所
     リニック 静岡市清水区押切２４１６ 常　勤:    1理事長　大石　晃良 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218421,076,3 静岡県立こころの医療〒420-0949 054(271)1135地方独立行政法人　静村上　直人 平21. 4. 1精神       280病院
     (421,017,3) センター 静岡市葵区与一４－１－１ 常　勤:   20岡県立病院機構　理事 組織変更 内   精   外  現存
     (医      16)長　田中　一成 平27. 4. 1歯   
     (薬       4)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1219421,077,1 静岡県立総合病院 〒420-8527 054(247)6111地方独立行政法人　静田中　一成 平21. 4. 1一般       662病院
     (421,018,1) 静岡市葵区北安東四丁目２７番１常　勤:  272岡県立病院機構　理事 組織変更 結核        50現存
     号 (医     244)長　田中　一成 平27. 4. 1内   他   心内
     (歯       3) 精   心外 ひ  
     (薬      25) 神内 脳外 呼外
     非常勤:   25 産婦 小   整外
     (医      18) リハ 眼   皮  
     (歯       2) 形外 歯外 麻  
     (薬       5) 放   
     救急、循内、腎
     内、糖尿病・内
     分泌内、消内、
     他８科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 054(247)6251地方独立行政法人　静坂本　喜三郎 平21. 4. 1一般       243地域支援
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 常　勤:  152岡県立病院機構　理事 組織変更 精神        36病院
     (医     140)長　田中　一成 平27. 4. 1小   他   アレ現存
     (歯       3) 神内 皮   小外
     (薬       9) 心外 脳外 整外
     非常勤:   40 形外 耳い ひ  
     (医      37) 眼   歯   麻  
     (歯       1) 放   産   精  
     (薬       2) リハ 
     他１１科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221421,080,5 宮下内科クリニック 〒420-0031 054-251-8880医療法人社団慶真会　宮下　豊 平21. 4. 1内   他   診療所
     静岡市葵区呉服町２丁目３－１　常　勤:    1理事長　宮下　豊 組織変更 現存
     ２Ｆ・３Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222421,081,3 まきた整形外科クリニ〒420-0866 054-221-0678医療法人社団修明会　牧田　聡夫 平21. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 静岡市葵区西草深町１－１１ 常　勤:    1理事長　牧田　聡夫 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223421,082,1 潘医院 〒421-3107 054-377-1600医療法人社団　潘医院潘　康明 平21. 5. 1内   外   整外診療所
     静岡市清水区由比阿僧９６２ 常　勤:    2　理事長　潘　康明 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224421,083,9 するがクリニック 〒424-0855 054-355-5655医療法人社団梨慶会　山内　晃 平22. 4. 1内   神内 眼  診療所
     静岡市清水区庄福町９－２３ 常　勤:    1理事長　山内　晃 移動 他   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1225421,084,7 清水両河内診療所 〒424-0403 054-343-2388医療法人社団真樹会　小豆原　秀貴 平21.11. 1外   脳外 内  診療所
     静岡市清水区和田島６９３－１ 常　勤:    1理事長　小豆原　秀貴 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226421,085,4 鈴木整形外科 〒421-1213 054-278-8811医療法人社団　健美会鈴木　健司 平25. 4.20整外 リハ 診療所
     静岡市葵区山崎１－２６－６ 常　勤:    1　理事長　鈴木　健司 移動 現存
     (医       1) 平25. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227421,086,2 聖隷健康サポートセン〒422-8006 054-280-6211社会福祉法人　聖隷福鈴木　美香 平22. 4. 1内   消   呼  診療所
     ターＳｈｉｚｕｏｋａ静岡市駿河区曲金６丁目８番５－常　勤:    8祉事業団　理事長　山 新規 循   婦   放  現存
     ２号 (医       8)本　敏博 平28. 4. 1他   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228421,087,0 医療法人財団健康睡眠〒420-0858 054-274-0843医療法人財団健康睡眠松下　兼弘 平22. 4. 1一般         4診療所
     会静岡睡眠メディカル静岡市葵区伝馬町９－４　一瀬セ常　勤:    1会　理事長　岩間　義 交代 内   呼   現存
     クリニック ンタービル　２階 (医       1)孝 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229421,088,8 ときわ公園クリニック〒420-0034 054-252-6099医療法人社団トキワヒ生野　雅史 平22. 7. 5内   呼   診療所
     静岡市葵区常磐町３－６－１４ 常　勤:    1ルズクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　生野　雅史 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230421,089,6 駿府の杜クリニック 〒420-0853 054-275-2001医療法人社団アールア寺本　健二 平22. 9. 1リハ 内   診療所
     静岡市葵区追手町９－２８ 常　勤:    4ンドオー　理事長　鈴 新規 現存
     (医       4)木　延幸 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231421,090,4 梅ヶ島診療所 〒421-2301 054-269-2025医療法人社団龍翔襄司瀧浪　愼介 平22. 9. 1内   リウ アレ診療所
     静岡市葵区梅ケ島１３２６先官有常　勤:    1会瀧浪医院　理事長　 組織変更 小   現存
     無番地 (医       1)瀧浪　愼介 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232421,091,2 花みずき通り内科クリ〒424-0844 054-355-5500医療法人社団美正会　寺井　正 平22.10. 1内   神内 他  診療所
     ニック 静岡市清水区西高町４－６ 常　勤:    1理事長　寺井　正 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233421,092,0 桜井クリニック 〒422-8043 054-287-5524医療法人社団桜井クリ桜井　浩二 平22.10. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区中田本町６ー１１ 常　勤:    1ニック　理事長　櫻井 組織変更 現存
     (医       1)　浩二 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234421,093,8 ふかさわ消化器科・内〒422-8058 054-288-5515医療法人社団Ｆ・Ｔ・深沢　智基 平22.10. 1他   内   診療所
     科 静岡市駿河区中原５０２－２ 常　勤:    1Ｙ　理事長　深沢　智 組織変更 現存
     (医       1)基 平28.10. 1
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 1235421,094,6 白鳥内科クリニック 〒420-0009 054-272-8010医療法人社団白鳥下村白鳥　奈津子 平22.10. 1内   リウ 他  診療所
     静岡市葵区神明町１０３－２ 常　勤:    1会　理事長　白鳥　奈 組織変更 現存
     (医       1)津子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236421,095,3 マリアの丘クリニック〒422-8058 054-202-7031医療法人社団美樹会　近藤　直樹 平23. 4. 1精   心内 診療所
     静岡市駿河区中原９３０－１ 常　勤:    1理事長　近藤　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237421,096,1 まはえクリニック 〒421-1213 054-276-1188医療法人社団かりゆし横山　拓 平23. 5. 1内   他   診療所
     静岡市葵区山崎２－３－１１ 常　勤:    1　理事長　横山　正一 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238421,097,9 静岡レディースクリニ〒420-0837 054-251-0770医療法人社団幸のめば内田　律子 平23. 4. 1産婦 他   内  診療所
     ック 静岡市葵区日出町１０－３ 常　勤:    2え　理事長　内田　玄 交代 現存
     (医       2)祥 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239421,098,7 望月内科消化器内科ク〒420-0944 054-275-2757医療法人社団和優会　望月　剛 平23. 5. 1内   他   診療所
     リニック 静岡市葵区新伝馬１－１１－２３常　勤:    1理事長　望月　剛 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240421,099,5 かみあし整形外科ペイ〒420-0841 054-249-5556医療法人社団直和会　杉山　直幹 平23.10. 1整外 麻   リハ診療所
     ンクリニック 静岡市葵区上足洗１－２－３８ 常　勤:    1理事長　杉山　直幹 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241421,100,1 森田クリニック 〒420-0841 054-209-8380医療法人社団恒志会　森田　清文 平23.10. 1内   他   診療所
     静岡市葵区上足洗４－１－７ 常　勤:    1理事長　森田　清文 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242421,101,9 医療法人社団兼寿会　〒424-0303 0543(93)2022医療法人社団兼寿会　松下　兼昭 平23.10.19内   他   外  診療所
     松下医院 静岡市清水区但沼町１３１７－２常　勤:    1理事長　松下　兼昭 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29.10.19消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243421,102,7 原田整形外科 〒421-0103 054(257)6700医療法人社団Ｓ・Ｆ・原田　富夫 平23.11. 1整外 形外 リハ診療所
     静岡市駿河区丸子６－１－１０ 常　勤:    1Ｓ　理事長　原田　富 組織変更 リウ 現存
     (医       1)夫 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1244421,104,3 さざ波てんかん神経ク〒420-0852 054-205-3080医療法人社団灯信会　中村　文裕 平26. 5. 7心内 精   診療所
     リニック 静岡市葵区紺屋町４－８　ガーデ常　勤:    1理事長　中村　文裕 移動 現存
     ンスクエア第３ビル２階Ｂ (医       1) 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245421,105,0 県立大学前クリニック〒422-8002 054-655-1122医療法人社団正玲会　松田　巌 平24. 4. 1内   外   他  診療所
     静岡市駿河区谷田３４－２６ 常　勤:    1理事長　松田　巌 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246421,106,8 俵ＩＶＦクリニック 〒422-8066 054-288-2882医療法人社団俵ＩＶＦ俵　史子 平27. 3. 9他   診療所
     静岡市駿河区泉町２－２０ 常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 婦人科（不妊治現存
     (医       2)俵　史子 平27. 3. 9療）
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247421,107,6 新清水クリニック 〒424-0821 054-355-5522医療法人社団宗美会　水野　明典 平24. 7. 1精   心内 診療所
     静岡市清水区相生町３－３　２階常　勤:    2理事長　池上　直美 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248421,108,4 地方職員共済組合静岡〒420-0853 054-221-2398地方職員共済組合静岡本川　哲也 平24. 7. 1内   歯   診療所
     (421,025,6) 県庁診療所 静岡市葵区追手町９番６号 常　勤:    2県支部　支部長　川勝 交代 現存
     (医       1)　平太 平24. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249421,109,2 原田医院 〒422-8047 054(282)5003医療法人社団Ｌ　理事原田　昌樹 平24.10. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区中村町７３－１２ 常　勤:    2長　原田　昌樹 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250421,110,0 ともの整形外科クリニ〒420-0810 054-262-3120医療法人社団ともの　伴野　健太 平24.12. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 静岡市葵区上土１－１－７１ 常　勤:    2理事長　伴野　健太 組織変更 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251421,111,8 飯山内科クリニック 〒422-8072 054-280-1180医療法人社団　飯山内飯山　和郎 平25. 4. 1内   消   診療所
     静岡市駿河区小黒２－９－１３ 常　勤:    1科　理事長　飯山　和 組織変更 現存
     (医       1)郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252421,112,6 大河内診療所 〒421-2306 054-293-2021医療法人社団龍翔襄司瀧浪　愼介 平25. 6. 1内   リウ アレ診療所
     静岡市葵区平野１０９７－３９ 常　勤:    1会瀧浪医院　理事長　 新規 小   現存
     (医       1)瀧浪　愼介 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1253421,113,4 しみず巴クリニック 〒424-0828 054-355-1117医療法人社団博仁会　宮地　武彦 平25. 7. 1内   小   他  診療所
     静岡市清水区千歳町２－３０ 常　勤:    2理事長　宮地　邦彦 新規 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254421,115,9 みずほ腎クリニック 〒421-0115 054-268-7777医療法人社団泰成会　藤田　章二 平26. 4. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区みずほ２－１８－１常　勤:    2理事長　森　泰男 新規 人工透析内科 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255421,116,7 清水富士山病院 〒424-0946 054-355-2220医療法人社団八千代会掛札　啓資 平26. 4. 1一般 病院
     静岡市清水区八千代町６－３３ 常　勤:    6　理事長　栗栖　徹至 新規     一般    20現存
     (医       5) 平26. 4. 1療養
     (薬       1)     療養   100
     非常勤:   11 内   リハ 
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256421,117,5 望月クリニック 〒422-8021 054-288-8080医療法人社団静望会　望月　欣也 平26. 4. 1外   内   整外診療所
     静岡市駿河区小鹿４２９－１ 常　勤:    1理事長　望月　欣也 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257421,118,3 天王南皮膚科クリニッ〒424-0014 054-368-6811医療法人社団　レオア赤堀　亘 平26. 4. 1皮   診療所
     ク 静岡市清水区天王南３－３ 常　勤:    2リエス　理事長　赤堀 組織変更 現存
     (医       2)　亘 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258421,119,1 東静岡クリニック 〒422-8006 054-288-2111医療法人社団チームＨ白川　京佐 平29. 8.19内   他   診療所
     静岡市駿河区曲金７－８－１０　常　勤:    1ＳＫ　理事長　白川　 移動 消化器内科 現存
     １階 (医       1)京佐 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259421,120,9 岡外科胃腸科医院 〒420-0066 054(255)5514医療法人社団盈進会　岡　愼一郎 平26. 4. 1外   整外 リハ診療所
     静岡市葵区本通西町３９ 常　勤:    1理事長　岡　愼一郎 組織変更 他   現存
     (医       1) 平26. 4. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260421,121,7 大村クリニック 〒422-8047 054-283-2616医療法人社団陸和会　大村　博陸 平29. 4. 3他   ひ   内  診療所
     静岡市駿河区中村町１５２－３ 常　勤:    1理事長　大村　博陸 移動 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1261421,122,5 医療法人社団　清明会〒421-1311 054-270-1201医療法人社団　清明会倉澤　豊身 平26.11. 1療養       244病院
     　静岡富沢病院 静岡市葵区富沢７９２－１ 常　勤:    3　理事長　小嶋　康則 交代 内   リハ 現存
     (医       2) 平26.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262421,123,3 さかくらクリニック 〒422-8067 054-202-5800医療法人社団　泰洋会阪倉　洋 平26.11. 1整外 麻   診療所
     静岡市駿河区南町１４－２５　２常　勤:    1　理事長　阪倉　洋 組織変更 現存
     ０１－Ｄ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263421,124,1 くらた整形外科 〒421-0113 054-258-7776医療法人社団　ＲＳＧ倉田　亮 平26.12. 1整外 リハ リウ診療所
     静岡市駿河区下川原２－１－３３常　勤:    1　理事長　倉田　亮 組織変更 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264421,126,6 静岡みらいスポーツ・〒422-8008 054-264-7936医療法人社団　唯知会石川　徹也 平27. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 静岡市駿河区栗原６－２５静鉄栗常　勤:    1　理事長　石川　徹也 新規 現存
     原ビル１階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265421,127,4 おさだ耳鼻咽喉科 〒421-0111 054-256-4000医療法人社団藤信会　臼倉　洋子 平27. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     静岡市駿河区丸子新田５３６ 常　勤:    1理事長　臼倉　洋子 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266421,128,2 くさなぎマタニティク〒422-8007 054-265-8877医療法人社団　静産会大橋　涼太 平27. 5. 1一般        12診療所
     リニック 静岡市駿河区聖一色４４１－１ 常　勤:    2　理事長　大橋　涼太 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267421,129,0 ＴＯＭＩＭＡＴＳＵ女〒420-0857 054-269-6123医療法人社団健智会　富松　淳子 平27. 7. 1婦   他   診療所
     性医院 静岡市葵区御幸町９－９　１階 常　勤:    1理事長　富松　健一 新規 女性内科 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268421,130,8 いずみ眼科 〒422-8021 054-202-6200医療法人社団春泉会　鈴木　泉 平27.11. 1眼   診療所
     静岡市駿河区小鹿２－１－１１ 常　勤:    1理事長　鈴木　泉 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269421,132,4 みずのクリニック 〒422-8006 054-260-7567医療法人社団　日成会水野　成志 平28. 4. 1皮   他   形外診療所
     静岡市駿河区曲金６－８－３５ 常　勤:    1　理事長　水野　成志 組織変更 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1270421,133,2 静岡市立静岡病院 〒420-8630 054(253)3125地方独立行政法人静岡宮下　正 平28. 4. 1一般       500病院
     (421,033,0) 静岡市葵区追手町１０－９３ 常　勤:  187市立静岡病院　理事長 交代 一般（感染） 現存
     (医     149)　宮下　正 平28. 4. 1             6
     (歯       4) 内   他   神内
     (薬      34) 呼内 小   精  
     非常勤:   35 外   整外 形外
     (医      34) 脳外 呼外 心外
     (歯       1) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     麻   歯外 病理
     他１１科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271421,134,0 医療法人社団健森会　〒421-0115 054-269-6276医療法人社団健森会　江澤　香代 平28. 4. 1内   診療所
     あうるクリニック東海静岡市駿河区みずほ５－３－１ 常　勤:    3理事長　森多　克行 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272421,135,7 古庄わかばクリニック〒420-0812 054-294-7008一般財団法人　福祉医滝澤　明憲 平28. 7. 1内   他   診療所
     静岡市葵区古庄５－３－２１ 常　勤:    1療推進事業団　理事長 新規 循環器内科 現存
     (医       1)　吉岡　章 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273421,136,5 たの眼科クリニック 〒422-8036 054-236-5030医療法人社団貴絢会　田野　貴俊 平28. 8. 1眼   診療所
     静岡市駿河区敷地１－２４－１２常　勤:    1理事長　田野　貴俊 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274421,138,1 静岡ホームクリニック〒422-8041 054-269-6777医療法人社団　貞栄会内田　貞輔 平28.11. 1内   皮   アレ診療所
     静岡市駿河区中田４－６－１　１常　勤:    4　理事長　内田　貞輔 組織変更 外   リウ 精  現存
     階 (医       4) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275421,139,9 中之郷クリニック 〒424-0888 054-368-7556医療法人社団　隆誠会武藤　隆志 平28.12. 1内   精   他  診療所
     静岡市清水区中之郷１－１－１６常　勤:    3　理事長　武藤　隆志 組織変更 外   現存
     (医       3) 平28.12. 1緩和ケア内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276421,140,7 いまむら眼科 〒420-0852 054-252-6255医療法人社団　葵月会今村　美幸 平29. 2. 1眼   診療所
     静岡市葵区紺屋町３－３あらしん常　勤:    1　理事長　今村　美幸 組織変更 現存
     ビル２階３階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1277421,141,5 東静岡眼科 〒420-0821 054-297-3441医療法人しんあい会　李　成吉 平29. 3. 1眼   診療所
     静岡市葵区柚木１０２６番地　Ｍ常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 新規 現存
     ＡＲＫ　ＩＳ　静岡３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278421,142,3 社会福祉法人聖母福祉〒422-8076 054-204-0277社会福祉法人聖母福祉小林　敏信 平29. 4. 1内   診療所
     会　聖ヨゼフ診療所 静岡市駿河区八幡４－６－９ 常　勤:    1会　理事長　和野　信 新規 現存
     (医       1)彦 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279421,143,1 医療法人社団碧桐会　〒424-0886 054-395-8300医療法人社団碧桐会　杉浦　丹 平29. 5. 1皮   診療所
     草薙皮ふ科クリニック静岡市清水区草薙１－３－１５　常　勤:    1理事長　片桐　敏郎 新規 現存
     グラソード草薙２０２号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280421,144,9 草薙すこやかクリニッ〒424-0885 054-368-6030医療法人社団聖洸会　佐々木　定美 平29. 5. 1ひ   内   他  診療所
     ク 静岡市清水区草薙杉道３－２－２常　勤:    1理事長　佐々木　定美 新規 腎臓内科 現存
     ０ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281421,145,6 オハナクリニック木の〒424-0846 054-347-0300医療法人社団オハナク八木　知子 平29. 4. 1婦   産   他  診療所
     下町 静岡市清水区木の下町４４－１ 常　勤:    1リニック木の下町　理 組織変更 女性漢方内科 現存
     (医       1)事長　八木　知子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282421,146,4 ふくだ整形外科リウマ〒420-0871 054-260-5678医療法人社団志隆　理福田　明伸 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     チ科 静岡市葵区昭府２－１８－３８ 常　勤:    1事長　福田　明伸 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283421,147,2 やよい眼科醫院 〒420-0867 054-260-7500医療法人社団春樹会　深見　雅臣 平29. 9. 1眼   診療所
     静岡市葵区馬場町８　レーベンビ常　勤:    1理事長　佐々木　優 新規 現存
     ル静岡２階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284421,148,0 ＯＨＡＲＡ　ＭＡＫＯ〒422-8034 054-237-3000医療法人社団　瑞悠会小原　誠 平29.10. 1他   診療所
     ＴＯ消化器・肛門外科静岡市駿河区高松１－１５－３１常　勤:    1　理事長　小原　誠 新規 消化器外科、肛現存
     クリニック (医       1) 平29.10. 1門外科、胃腸内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285421,149,8 医療法人社団広域白報〒420-0859 054-273-3830医療法人社団広域白報白　昌善 平29.10. 1内   診療所
     会　しずおか在宅診療静岡市葵区栄町３－１　あいおい常　勤:    1会　理事長　白　昌善 組織変更 現存
     所 ニッセイ同和損保静岡第一ビル８(医       1) 平29.10. 1
     階
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 1286421,150,6 浦島クリニックくすの〒424-0882 054-347-5888医療法人社団マイルス松尾　陽子 平29.11. 1内   外   診療所
     き 静岡市清水区楠新田２８１－１ 常　勤:    1トーン　理事長　浦島 新規 現存
     (医       1)　哲郎 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287421,151,4 日立ジョンソンコント〒424-0926 054-335-9934日立ジョンソンコント髙田　雄一郎 平29.12. 1内   診療所
     ロールズ空調株式会社静岡市清水区村松３９０ 常　勤:    1ロールズ空調株式会社 新規 現存
     診療所 (医       1)　代表取締役　飯塚　 平29.12. 1
     愼一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288421,152,2 とやまクリニック 〒421-0112 054-201-9800医療法人社団ヴィレ　外山　英志 平29.11. 1内   他   診療所
     静岡市駿河区東新田２－１６－３常　勤:    1理事長　外山　英志 組織変更 循環器内科 現存
     ０サンコーポ池ヶ谷１０３号 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289421,153,0 水谷脳神経外科クリニ〒422-8063 054-202-7778医療法人社団ＭＮＳ　水谷　暢秀 平29.12. 1脳外 内   リハ診療所
     ック 静岡市駿河区馬渕４－１１－９ 常　勤:    1理事長　水谷　暢秀 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290421,154,8 医療法人社団孝寿会ふ〒421-0112 054-201-0122医療法人社団孝寿会　村松　正行 平30. 1. 1内   診療所
     れあいクリニック 静岡市駿河区東新田１－１－３３常　勤:    1理事長　向田　政博 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291421,155,5 医療法人財団はるたか〒422-8006 054-204-1119医療法人財団はるたか天野　功二 平30. 4. 1小   内   診療所
     会　あおぞら診療所し静岡市駿河区曲金６－１０－１４常　勤:    1会　理事長　前田　浩 新規 現存
     ずおか 　東静岡サウスクリニックモール(医       1)利 平30. 4. 1
     ５階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292421,156,3 八木循環器内科 〒420-0804 054-248-8100医療法人社団　幸樹会八木　秀樹 平30. 4. 1内   他   診療所
     静岡市葵区竜南３－１１－８ 常　勤:    1　理事長　八木　秀樹 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293421,157,1 プルメリア糖尿病内科〒422-8006 054-289-1024医療法人社団プルメリ平澤　陽子 平30. 4. 1他   内   診療所
     クリニック 静岡市駿河区曲金６－８－３５Ｅ常　勤:    2ア　理事長　平澤　正 交代 糖尿病内科、内現存
     ＳＭビル３Ｆ (医       2)次 平30. 4. 1分泌・代謝内科
     非常勤:    1 、循環器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294510,053,4 かすが外科胃腸科医院〒425-0031 054(628)5605春日　英昭 春日　英昭 昭38.12.15胃   外   診療所
     焼津市小川新町３丁目３番１９号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.15
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 1295510,070,8 古川医院 〒425-0062 054-624-2662古川　済 古川　済 昭46. 1. 1内   小   診療所
     焼津市中根新田４８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296510,077,3 小田切整形外科 〒425-0052 054(623)1050小田切　裕 小田切　裕 昭53. 7. 1外   整外 リハ診療所
     焼津市田尻３８９の２ 常　勤:    1 リウ 休止
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297510,081,5 大井皮膚科医院 〒425-0026 054(629)1383大井　正俊 大井　正俊 昭58. 3.15皮   診療所
     焼津市焼津５丁目３番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298510,083,1 長岡内科 〒425-0036 054(629)3205長岡　志郎 長岡　志郎 昭59. 6.15内   診療所
     焼津市西小川４丁目１２ー３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299510,087,2 篠原医院 〒425-0022 054(628)3070篠原　彰 篠原　彰 昭60. 7. 1内   小   診療所
     焼津市本町５－１１－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300510,088,0 岩崎小児科医院 〒425-0066 054(623)5200岩崎　仁 岩崎　仁 昭61. 1. 1小   診療所
     焼津市大島７３５－１７３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301510,095,5 大住眼科医院 〒425-0072 054(623)0330谷口　芳子 谷口　芳子 平元.10.15一般    診療所
     焼津市大住１０６５番 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302510,099,7 柴田眼科 〒425-0036 054(626)8131柴田　濤子 柴田　濤子 平 5. 7.15眼   診療所
     焼津市西小川２丁目８の３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303510,105,2 大井胃腸科外科医院 〒425-0000 054-624-8030大井　俊孝 大井　俊孝 平 7. 7.15胃   外   診療所
     焼津市三右エ門新田６４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304510,109,4 山の手クリニック 〒425-0006 054-620-1911勝木　俊文 勝木　俊 平10. 1. 1内   診療所
     焼津市関方２２ー４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1305510,110,2 谷口整形外科医院 〒425-0076 054(627)2020谷口　正和 谷口　正和 平10. 4. 2整外 リハ リウ診療所
     焼津市小屋敷１９２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306510,112,8 大覚寺　リハビリテイ〒425-0088 054-629-8629福地　益人 福地　益人 平10. 9.15リハ 診療所
     ションクリニック 焼津市大覚寺２５ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307510,114,4 西こがわ皮膚科形成ク〒425-0036 054-620-7474松浦　美暁 松浦　美暁 平13. 4.15皮   形外 診療所
     リニック 焼津市西小川１ー１１ー３エフ・常　勤:    1 新規 現存
     レイヤビル２Ｆ (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308510,115,1 山下内科医院 〒425-0022 054(628)2733山下　えり子 山下　えり子 平13. 6. 1内   小   診療所
     焼津市本町２ー１２ー８ヴィラマ常　勤:    1 交代 現存
     リソール焼津　１０１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309510,117,7 伊東クリニック 〒425-0027 054-627-3044伊東　和樹 伊東　和樹 平14. 6.15内   消   診療所
     焼津市栄町２－２－２１アンビア常　勤:    1 新規 現存
     ・パークビル２Ｆ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310510,121,9 ふくむらクリニック 〒425-0081 054-627-1228福村　学子 福村　学子 平15. 5. 1内   消   診療所
     焼津市大栄町２－１０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311510,125,0 須藤皮膚科 〒425-0068 054-625-0431須藤　晴美 須藤　晴美 平17. 3. 1皮   診療所
     焼津市中新田５９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312510,127,6 小石川内科クリニック〒425-0027 054-621-1111塚本　克紀 塚本　克紀 平17. 7. 1内   呼   アレ診療所
     焼津市栄町１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313510,128,4 八楠耳鼻咽喉科 〒425-0091 054-629-5566黄永　信理 黄永　信理 平18. 1.15耳   診療所
     静岡県焼津市八楠４丁目３２番地常　勤:    1 新規 現存
     の６ (医       1) 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314510,132,6 やまもと小児科 〒425-0041 054-656-0100山本　剛史 山本　剛史 平20.11. 1小   診療所
     焼津市石津１２８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1315510,133,4 ほりお小児科 〒425-0036 054-626-5500堀尾　惠三 堀尾　惠三 平21. 5. 1小   診療所
     焼津市西小川２―１―１３　谷島常　勤:    1 新規 現存
     屋書店登呂田店　２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316510,134,2 あしだクリニック 〒425-0034 054-623-5656芦田　敦生 芦田　敦生 平21. 9. 1内   小   診療所
     焼津市与惣次１０２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317510,137,5 おおとみリウマチ整形〒425-0068 054-656-2221加藤　紀彦 加藤　紀彦 平22. 9. 1整外 リウ 内  診療所
     外科 焼津市中新田１－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318510,138,3 のがきクリニック 〒425-0041 054-656-0101野垣　敦宏 野垣　敦宏 平22.10. 1内   他   診療所
     焼津市石津５０５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319510,140,9 いしかわ皮膚科・アレ〒425-0036 054-626-6112石川　学 石川　学 平23. 7. 1皮   アレ 診療所
     ルギー科 焼津市西小川４－１０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320510,144,1 そね小児科 〒425-0077 054-620-8814曽根　功三 曽根　功三 平25. 9. 1小   診療所
     焼津市五ケ堀之内１４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321510,145,8 はら整形外科クリニッ〒425-0073 054-620-8772原　忠司 原　忠司 平27. 2. 1整外 リハ 他  診療所
     ク 焼津市小柳津２１０ 常　勤:    1 交代 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平27. 2. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322510,146,6 よしなり皮膚科医院 〒425-0057 054-625-7225吉成　康 吉成　康 平29. 4. 1皮   アレ 診療所
     焼津市下小田１７３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323511,007,9 医療法人社団高草会　〒425-0007 054(628)9125医療法人社団高草会　磯田　雄二郎 昭52. 4. 1精神       203病院
     焼津病院 焼津市策牛４８ 常　勤:    8理事長　渕脇　一啓 内   精   神  現存
     (医       6) 平28. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1324511,011,1 山内医院 〒425-0042 054(624)8329医療法人社団　英成会山内　英士 昭43. 2. 1内   小   皮  診療所
     焼津市石津港町３５番地の１４ 常　勤:    1　山内医院　理事長　 放   現存
     (医       1)山内　英士 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325511,013,7 小長谷内科消化器科医〒425-0027 054(628)5661医療法人　社団　長栄小長谷　稔 昭42. 4.17内   消   小  診療所
     院 焼津市栄町６丁目４の３０ 常　勤:    1会　小長谷　稔 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326511,014,5 医療法人社団誠祐会　〒425-0026 054(627)0320医療法人社団誠祐会　高橋　智彦 昭43. 9. 1内   循   診療所
     高橋内科医院 焼津市焼津１丁目９番５号 常　勤:    1理事長　高橋　智彦 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327511,017,8 天野医院 〒425-0041 054(624)6651医療法人社団天成会　天野　裕之 昭51.11. 1一般         2診療所
     焼津市石津７番地 常　勤:    2天野医院　天野　滋 皮   ひ   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328511,018,6 長倉整形外科 〒425-0071 054-629-1717医療法人社団孝友会　長倉　孝行 昭56. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     焼津市三ケ名１１７７番地 常　勤:    1長倉整形外科　理事長 現存
     (医       1)　長倉　孝行 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329511,019,4 佐藤医院 〒425-0052 054(624)4804医療法人社団　國芳会佐藤　玄州 昭60. 6. 6内   小   皮  診療所
     焼津市田尻１６４７番地 常　勤:    1　理事長　佐藤玄州 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330511,020,2 医療法人社団綾和会　〒425-0062 054(623)5111医療法人社団綾和会　横田　通夫 平 2. 6.15療養       150病院
     駿河西病院 焼津市中根新田１３１５番地 常　勤:    6理事長　横田　通夫 介護        50現存
     (医       5) 平29. 8. 1内   リハ 
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331511,021,0 本多小児科医院 〒425-0081 054(628)0113医療法人社団　敬正会本多　正直 昭62. 7.15小   診療所
     焼津市大栄町２丁目１番５号 常　勤:    1　理事長　本多　正直 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332511,022,8 医療法人社団竹踏会　〒425-0052 054(624)4321医療法人　社団　竹踏石川　英也 昭32.10. 1内   小   消  診療所
     石川医院 焼津市田尻１７２０番地 常　勤:    1会　理事長　石川　英 現存
     (医       1)也 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1333511,023,6 医療法人　社団　久登〒425-0068 054(623)0805医療法人社団久登会　仲神　久登 平元. 4. 1内   小   耳い診療所
     会　仲神医院 焼津市中新田８５－５ 常　勤:    2仲神医院　理事長　仲 現存
     (医       2)神　久登 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334511,024,4 みどりのクリニック 〒425-0014 054(628)1222医療法人社団千尋会　柳沢　英雄 昭63. 1. 1内   神内 診療所
     焼津市中里７０ 常　勤:    1みどりのクリニック　 現存
     (医       1)理事長　柳澤　英雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335511,027,7 西焼津クリニック 〒425-0075 054(626)0121医療法人社団青藍会　林　隆博 平 2. 4. 1心内 精   皮  診療所
     焼津市西焼津３２－８ 常　勤:    1西焼津こどもクリニッ 現存
     (医       1)ク　林　隆博 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336511,029,3 吉田耳鼻咽喉科医院 〒425-0057 054(623)1187医療法人社団　吉田耳吉田　みゆき 平 4. 9.15耳い 診療所
     焼津市下小田７９８－１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　吉田　みゆき 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337511,030,1 焼津駅前眼科 〒425-0028 054(626)8240医療法人社団　シンシ本荘　宏治 平 7. 8. 1眼   診療所
     焼津市駅北１－２－３　１０３号常　勤:    1アリー　理事長　本荘 組織変更 現存
     (医       1)　宏治 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338511,031,9 中山クリニック 〒425-0057 054(623)0090医療法人　社団　力英中山　力英 平 7. 8. 1内   小   リハ診療所
     焼津市下小田４２５番１号 常　勤:    1会　理事長　中山　力 組織変更 現存
     (医       1)英 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339511,034,3 焼津こがわ眼科 〒425-0035 054(626)8860医療法人社団崇輝会　原田　隆文 平 9. 2. 1一般         9診療所
     焼津市東小川２丁目１５ー４ 常　勤:    2理事長　原田　隆文 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340511,035,0 前田産科婦人科医院 〒425-0076 054(626)8603医療法人　社団　安津前田　津紀夫 平 9. 4. 1一般        17診療所
     焼津市小屋敷２１４－１ 常　勤:    1会　理事長　前田　津 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)紀夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341511,036,8 小井土クリニック小児〒425-0026 054(627)0339医療法人社団　相和会片沼　玲子 平10. 4. 1小   アレ 診療所
     科アレルギー科 焼津市焼津４丁目１０番４号 常　勤:    2　理事長　片沼　玲子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1342511,037,6 コミュニティーホスピ〒425-0088 054(628)5500医療法人社団駿甲会　甲賀　美智子 平11. 4. 1一般 病院
     タル　甲賀病院 静岡県焼津市大覚寺二丁目３０番常　勤:   22理事長　甲賀　美智子 交代     一般   379現存
     地の１ (医      21) 平29. 4. 1療養
     (薬       1)     療養    28
     非常勤:   63 内   外   整外
     (医      63) 形外 皮   放  
     脳外 リハ ひ  
     リウ 精   麻  
     眼   小   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343511,038,4 医療法人社団峻凌会　〒425-0014 054-620-3103医療法人社団　峻凌会夏苅　直己 平12. 4. 1一般        19診療所
     やきつべの径診療所 焼津市中里１６２ 常　勤:    2　理事長　夏苅　直己 移動 精   神   心内現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344511,039,2 岡本内科医院 〒425-0022 054-628-2342医療法人社団正心会　井村　満男 平11.10. 1内   他   診療所
     焼津市本町６ー１４ー８ 常　勤:    1理事長　石井　紀子 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345511,040,0 岡本石井病院 〒425-0031 054(627)5585医療法人社団　正心会平田　健雄 平11.10. 1一般        43病院
     焼津市小川新町５－２－３ 常　勤:   12　理事長　石井　紀子 組織変更 療養       154現存
     (医       8) 平29.10. 1内   呼内 他  
     (薬       4) 神内 外   脳外
     非常勤:   19 整外 リウ アレ
     (医      19) 皮   リハ 産婦
     循環器内科・消
     化器内科・乳腺
     外科・肛門外科
     他１科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346511,041,8 アイレディースクリニ〒425-0004 054-620-1103医療法人社団　健芳会強口　芳明 平12. 1. 1一般         2診療所
     ック 焼津市坂本４５７ 常　勤:    1　理事長　強口　芳明 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347511,042,6 杉山整形外科医院 〒425-0036 054-620-4114医療法人社団　修明会杉山　修一 平13. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     焼津市西小川４ー３ー４ 常　勤:    1　理事長　杉山　修一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348511,043,4 さわい医院 〒425-0027 054-626-6660医療法人社団　さわい澤井　輝行 平15. 1. 1外   脳外 リハ診療所
     焼津市栄町２－９－１８ 常　勤:    1医院　理事長　澤井　 組織変更 現存
     (医       1)輝行 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1349511,044,2 畠山クリニック 〒425-0035 054-621-5971医療法人社団　清肺会畠山　忍 平15. 8. 1内   呼   アレ診療所
     焼津市東小川８－６－１５ 常　勤:    1　理事長　畠山　忍 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350511,045,9 やいづ６丁目耳鼻咽喉〒425-0026 054-620-6001医療法人社団　優和会宮下　弘 平16. 3. 1耳い アレ 気食診療所
     科 焼津市焼津６－７－３５ 常　勤:    1　理事長　宮下　弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351511,047,5 立花クリニック 〒425-0077 054-620-9191医療法人社団　樹の花立花　恒輔 平16. 8. 1内   呼   アレ診療所
     焼津市五ケ堀之内７７９ 常　勤:    1会　理事長　立花　恒 組織変更 現存
     (医       1)輔 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352511,048,3 金井整形外科 〒425-0082 054-621-1211医療法人社団　ポラリ金井　泰貴 平17. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     焼津市大村２－１０－９ 常　勤:    1ス　理事長　金井　泰 組織変更 現存
     (医       1)貴 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353511,050,9 長﨑内科クリニック 〒425-0045 054-656-0515医療法人社団　ながさ長﨑　文彦 平18. 9.25内   循   診療所
     焼津市祢宜島６０３－４ 常　勤:    1き　理事長　長﨑　文 移動 現存
     (医       1)彦 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354511,052,5 医療法人社団志太記念〒425-0073 054-620-3717医療法人社団志太記念豊山　弘之 平19. 3. 1一般        19診療所
     脳神経外科 焼津市小柳津３７１－１ 常　勤:    1脳神経外科　理事長　 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1)豊山　弘之 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355511,053,3 焼津駅前整形外科・リ〒425-0021 054-621-5511医療法人社団ティグリ上野　剛志 平24.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ウマチ・リハビリクリ焼津市中港１－２－２８ 常　勤:    1ス　理事長　上野　剛 組織変更 現存
     ニック (医       1)志 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356511,054,1 たなか耳鼻科 〒425-0073 054-621-5888医療法人社団桜星会　田中　裕之 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     焼津市小柳津６００－１ 常　勤:    1理事長　田中　裕之 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357511,055,8 こいど胃腸クリニック〒425-0086 054-621-5100医療法人社団いてふ　小井土　昭二郎 平27.12. 1他   診療所
     焼津市小土１２４８ 常　勤:    1理事長　小井土　昭二 組織変更 胃腸・大腸・肛現存
     (医       1)郎 平27.12. 1門外科　内視鏡
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358511,056,6 ながたクリニック 〒425-0073 054-631-6015医療法人社団ながたク永田　健 平28. 4. 1内   他   診療所
     焼津市小柳津３４３－１ 常　勤:    1リニック　理事長　永 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)田　健 平28. 4. 1
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 1359511,057,4 いたやクリニック 〒425-0086 054-621-5200医療法人社団ＭＲＭ　板谷　徹 平29.11. 1内   他   診療所
     焼津市小土２７０－１４ 常　勤:    1理事長　板谷　徹 組織変更 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360516,005,8 焼津市立総合病院 〒425-8505 054(623)3111静岡県焼津市　焼津市関　常司 昭54. 4.17一般       471病院
     (516,005,4) 焼津市道原１０００番地 常　勤:  139長　中野　弘道 内   他   神内現存
     (医     120) 平28. 4. 1精   小   外  
     (歯       3) 整外 形外 脳外
     (薬      16) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   49 眼   耳い 放  
     (医      47) 麻   歯外 リハ
     (歯       2) 呼内、消内、循
     内、血内、代謝
     内、腎内、他５
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361520,027,6 たきいクリニック 〒421-0216 054(622)8525滝井　泰弘 滝井　泰弘 平 3.12. 1小   アレ 内  診療所
     焼津市相川１２１５番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362520,034,2 吉田医院 〒421-0212 054-622-0108吉田　忍 吉田　忍 平16. 1. 9内   胃   外  診療所
     焼津市利右衛門９７２ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363521,001,0 志太三輪医院 〒421-1131 054(667)3000医療法人　志太会　理三輪　一太 昭61. 1. 1内   神内 小  診療所
     藤枝市岡部町内谷６０－２ 常　勤:    3事長　三輪　誠 脳外 ひ   現存
     (医       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364521,004,4 大久保医院 〒421-0201 054(622)2500医療法人社団　大久保大久保　明 昭47. 1. 1胃   外   整外診療所
     焼津市上小杉８５３－１ 常　勤:    2医院　理事長　大久保 現存
     (医       2)　明 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365521,005,1 横山消化器内科 〒421-0202 054-622-0045医療法人社団静浜会　横山　靖 平10. 2. 1内   小   他  診療所
     焼津市下小杉３８５ 常　勤:    2理事長　横山　靖 移動 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366521,006,9 医療法人社団アイエス〒421-0206 054(622)0122医療法人社団　アイエ櫻井　敦 昭56. 2. 1内   小   診療所
     メディチーナ　櫻井医焼津市上新田８２９－３ 常　勤:    2ス　メディチーナ　理 現存
     院 (医       2)事長　櫻井　敦 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   156 頁

 1367521,007,7 ほしの　クリニック 〒421-1131 054(667)0100医療法人社団聖雄会　星野　正明 平元. 9. 1療養         1診療所
     藤枝市岡部町内谷６５０ 常　勤:    2理事長　星野　正明 介護        16現存
     (医       2) 平28. 8. 1外   脳外 リハ
     内   小   アレ
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368521,009,3 神戸整形外科 〒421-0205 054(622)3399医療法人社団　神戸整神戸　良夫 平 8. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     焼津市宗高１４９７の２ 常　勤:    1形外科　理事長　神戸 組織変更 現存
     (医       1)　良夫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369521,010,1 医療法人社団泉寿会　〒421-0217 054(622)9070医療法人社団　泉寿会平井　正孝 平 9. 2. 1皮ひ 診療所
     平井医院 焼津市上泉５９０ 常　勤:    1　理事長　平井　正孝 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370521,011,9 花岡医院 〒421-1131 054(667)3323医療法人　社団　俊宏花岡　明宏 平 9. 8. 1胃   外   皮  診療所
     藤枝市岡部町内谷１７４０－４ 常　勤:    1会　花岡医院　理事長 組織変更 内   現存
     (医       1)　花岡　明宏 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371521,012,7 岩田クリニック 〒421-0205 054-662-2311医療法人社団　美徳会岩田　政敏 平14. 4. 1内   呼   循  診療所
     焼津市宗高１１６８ー１ 常　勤:    1　理事長　岩田　政敏 組織変更 リハ アレ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372530,064,7 柳原内科医院 〒426-0006 054(638)2288柳原　寿男 柳原　寿男 昭50. 9. 1内   胃   小  診療所
     藤枝市藤岡４丁目４８８－１０３常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373530,074,6 板倉医院 〒426-0061 054(636)0881板倉　甫能 板倉　甫能 昭55. 7.15内   消   循  診療所
     藤枝市田沼４丁目２ー２５ 常　勤:    1 小   皮   ひ  現存
     (医       1) 平28. 7.15産婦 婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374530,097,7 おかもと皮フ科・アレ〒426-0026 054(645)2288岡本　修 岡本　修 平22. 7.20皮   アレ 診療所
     ルギー科 藤枝市岡出山２－２－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375530,100,9 錦野クリニック 〒426-0066 054(636)5000錦野　光浩 錦野　光浩 平 4. 4. 1一般        16診療所
     藤枝市青葉町２丁目１番４７号 常　勤:    2 消   外   こう現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376530,103,3 入交医院 〒426-0017 054(641)0135入交　修 入交　修 平 5. 1. 1内   小   他  診療所
     藤枝市大手２丁目６番１９号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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 1377530,104,1 奥皮フ科医院 〒426-0034 054(646)0934奥　知三 奥　知三 平 5.10. 1皮   診療所
     藤枝市駅前３丁目１５－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378530,105,8 柴田医院 〒426-0025 054(641)0127柴田　正純 柴田　正純 平 6. 1. 1内   小   診療所
     藤枝市藤枝４丁目１番１２号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379530,108,2 藤枝クリニック 〒426-0061 054-636-8989西海　るみ子 西海　るみ子 平24. 1.16皮   内   診療所
     藤枝市田沼２－１１－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380530,110,8 藤枝南クリニック 〒426-0067 054-634-0210峯尾　喜好 峯尾　喜好 平 9. 4. 1整外 リハ 神内診療所
     藤枝市前島２丁目２ー２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381530,117,3 ひろせクリニック 〒426-0034 054-641-0689廣瀬　正和 廣瀬　正和 平11.10.19内   診療所
     藤枝市駅前２ー１９ー８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382530,119,9 ハラダ城南医院 〒426-0012 054-647-1234原田　昇 原田　昇 平12. 5. 1内   消   外  診療所
     藤枝市田中３ー６ー１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383530,123,1 田熊こどもクリニック〒426-0082 054-647-5225田熊　俊一 田熊　俊一 平13. 2. 1小   アレ 診療所
     藤枝市瀬古２ー６ー１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384530,125,6 香山婦人科クリニック〒426-0074 054-647-6200香山　文美 香山　文美 平13. 4.15婦   診療所
     藤枝市水上３１９ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385530,128,0 大井医院 〒426-0046 054(635)2088大井　成子 大井　成子 平13.12.15内   診療所
     藤枝市高洲４１－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386530,134,8 いしかわレディースク〒426-0011 054-643-0311石川　広巳 石川　広巳 平14.11.15一般        11診療所
     リニック 藤枝市平島７０－１ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平26.11.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1387530,135,5 にわ医院 〒426-0006 054-645-2800丹羽　弘之 丹羽　弘之 平15.10. 1内   胃   循  診療所
     藤枝市藤岡１－１５－１１ 常　勤:    1 新規 呼   アレ 小  現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388530,136,3 小林小児科 〒426-0067 054(635)2620小林　正明 小林　正明 平16. 1. 1小   診療所
     藤枝市前島１丁目１４ー２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389530,140,5 山﨑クリニック 〒426-0071 054-645-1211山﨑　健司 山﨑　健司 平16.11.15脳外 内   神内診療所
     藤枝市志太２－１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390530,141,3 水上内科クリニック 〒426-0041 054-634-1200水上　啓 水上　啓 平16.12. 1内   消   循  診療所
     藤枝市高柳２－３－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391530,142,1 よしだ整形形成外科医〒426-0033 054-645-9200吉田　明広 吉田　明広 平17. 1. 1整外 形外 診療所
     院 藤枝市小石川町４丁目１番２０号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392530,143,9 匡ペインクリニック 〒426-0034 054-646-7261多久島　匡登 多久島　匡登 平17. 2. 1整外 リハ 診療所
     藤枝市駅前１－５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393530,145,4 藤枝眼科クリニック 〒426-0037 054-647-7770 　美和 　美和 平17.12.15一般         5診療所
     藤枝市青木２－４－２０ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394530,146,2 坂本医院 〒426-0063 054-637-2737坂本　泰子 坂本　泰子 平18. 5. 1内   皮   診療所
     藤枝市青南町４－４－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395530,149,6 たぬま街道整形外科 〒426-0043 054-634-1110野村　洪海 野村　洪海 平19.11.15整外 リウ リハ診療所
     藤枝市大新島７０７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396530,150,4 髙松整形外科 〒426-0026 054-643-2378髙松　眞 髙松　眞 平20. 1. 1整外 リハ 診療所
     藤枝市岡出山３丁目１－８ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1397530,151,2 井澤内科クリニック 〒426-0018 054-644-5566井澤　浩明 井澤　浩明 平20.11. 1内   消   診療所
     藤枝市本町２丁目８－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398530,152,0 おだクリニック 〒426-0202 054-648-1234尾田　篤実 尾田　篤実 平21. 5. 1ひ   皮   診療所
     藤枝市上薮田字澤田７３―２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399530,153,8 さいとう内科クリニッ〒426-0041 054-637-9797齊藤　剛秀 齊藤　剛秀 平21. 9. 1内   神内 診療所
     ク 藤枝市高柳１２９５－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400530,156,1 八木医院 〒426-0132 054(639)0009八木　芳徳 八木　芳徳 平22. 8. 1内   診療所
     藤枝市本郷１８１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401530,157,9 いわしたクリニック 〒426-0036 054-631-6660岩下　方彰 岩下　方彰 平22.12. 1内   外   整外診療所
     藤枝市上青島４６３－２ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402530,158,7 川上内科医院 〒426-0066 054(635)8112川上　麻弥子 川上　麻弥子 平22.11.25内   皮   他  診療所
     藤枝市青葉町２－６－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403530,160,3 なかがわ眼科クリニッ〒426-0046 054-631-5571中川　泰典 中川　泰典 平25. 2. 1眼   診療所
     ク 藤枝市高洲２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404530,162,9 小石川町小児科・アレ〒426-0033 054-644-8800小山　尚俊 小山　尚俊 平25.10. 1小   アレ 皮  診療所
     ルギー科・皮ふ科クリ藤枝市小石川町１－１０－２１－常　勤:    1 新規 現存
     ニック １ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405530,164,5 あおき腎・泌尿器クリ〒426-0018 054-647-2022青木　雅信 青木　雅信 平26. 2. 1他   診療所
     ニック 藤枝市本町２－１－３５ゴールド常　勤:    1 新規 その他標榜科：現存
     エイジ藤枝２０１号 (医       1) 平26. 2. 1泌尿器科（人工
     透析）・腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406530,165,2 きたむら皮フ科クリニ〒426-0005 054-631-4412北村　洋平 北村　洋平 平26. 2. 1皮   他   アレ診療所
     ック 藤枝市水守１丁目３－３ 常　勤:    1 新規 その他標榜科：現存
     (医       1) 平26. 2. 1小児皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1407530,166,0 ゆみ内科クリニック 〒426-0023 054-641-7700木佐森　優美 木佐森　優美 平27. 5. 1内   診療所
     藤枝市茶町３－３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408530,167,8 心のクリニック 〒426-0034 054-644-2928中江　清員 中江　清員 平27. 6. 1精   診療所
     藤枝市駅前１－７－２２ロイヤル常　勤:    1 組織変更 現存
     マンション藤枝２階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409530,169,4 鈴木循環器クリニック〒426-0041 054-634-3131鈴木　敬太 鈴木　敬太 平28. 6. 1内   他   診療所
     藤枝市高柳４－１０－２４ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410530,171,0 おおたき医院 〒426-0046 054-631-4167大瀧　雄平 大瀧　雄平 平28.10. 1皮   形外 診療所
     藤枝市高洲１０６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411530,172,8 水守Ｂ整形外科 〒426-0005 054-645-7900朴　英 朴　英 平29. 3. 1整外 リハ 診療所
     藤枝市水守３－５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412530,173,6 瀬古クリニック 〒426-0082 054-639-7373髙橋　毅 髙橋　毅 平29.11. 1呼内 内   外  診療所
     藤枝市瀬古３－１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413531,007,5 志太榛原地域救急医療〒426-0075 054(644)0099藤枝市　藤枝市長　北石井　英正 昭57. 4. 1内   小   診療所
     センター 藤枝市瀬戸新屋３６２番地の１ 常　勤:   64村　正平 現存
     (医      64) 平30. 4. 1
     非常勤:  278
     (医     278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414531,008,3 鈴木内科医院 〒426-0023 054-644-6960医療法人社団文仁会　鈴木　豊栄 昭62. 1. 1内   診療所
     藤枝市茶町４丁目１２－１８ 常　勤:    1鈴木内科医院　理事長 現存
     (医       1)　鈴木　豊栄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415531,010,9 医療法人社団八洲会　〒426-0213 054(638)3111医療法人社団　八洲会浅川　建史 平元. 9. 1療養       228病院
     誠和藤枝病院 藤枝市中ノ合２６－１ 常　勤:    4　理事長　新村　哲也 内   リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416531,011,7 大持医院 〒426-0025 054(641)0651医療法人社団雄一会　大持　寛 昭32.10. 1内   循   小  診療所
     藤枝市藤枝５丁目７－４ 常　勤:    1大持医院　大持　寛 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 1417531,012,5 医療法人社団　菅ケ谷〒426-0088 054(641)2903医療法人社団菅ケ谷内菅ケ谷　純一 昭52. 7.23内   胃   小外診療所
     内科医院 藤枝市堀之内１７２４番地 常　勤:    2科　理事長　菅ケ谷　 現存
     (医       2)純一 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418531,013,3 五十嵐医院 〒426-0075 054(643)5571医療法人社団　邦楠会五十嵐　洋 昭56. 9. 1一般         2診療所
     藤枝市瀬戸新屋２５８番地の１ 常　勤:    2　理事長　五十嵐邦夫 ひ   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419531,015,8 小川眼科医院 〒426-0018 054(641)0160医療法人社団慈昌会　小川　淳 昭49. 2. 1眼   診療所
     藤枝市本町２丁目６番１号 常　勤:    1理事長　小川　淳 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420531,016,6 医療法人社団敬仁会　〒426-0018 054(641)6175医療法人社団　敬仁会秋山　敬 昭39. 4. 1外   整外 リハ診療所
     秋山医院 藤枝市本町３丁目２番２４号 常　勤:    1　理事長　秋山　敬 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421531,017,4 市川眼科医院 〒426-0025 054(641)1339医療法人社団　真正会工藤　春彦 昭32.10. 1眼   診療所
     藤枝市藤枝４丁目７番２８号 常　勤:    2　理事長　市川　眞人 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422531,018,2 村松耳鼻咽喉科気管食〒426-0025 054-641-5318医療法人社団誠翠会　村松　弘 昭43. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     道科医院 藤枝市藤枝５丁目６番３８号 常　勤:    2理事長　村松　弘 他   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423531,019,0 藤枝診療所 〒426-0046 054(635)8749医療法人社団医進会　小津　千佳 平 8. 2. 1耳い 診療所
     藤枝市高洲７８１ 常　勤:    3理事長　小津　千佳 移動 現存
     (医       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424531,021,6 医療法人社団　さとる〒426-0072 054(641)2625医療法人社団　さとる田中　達郎 昭63. 1. 1一般        19診療所
     会　近藤胃腸科　外科藤枝市南新屋２４６－１ 常　勤:    3会　理事長　田中　達 胃   外   こう現存
     (医       3)郎 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1425531,022,4 藤枝平成記念病院 〒426-0074 054(643)1230医療法人社団　平成会平井　達夫 平元. 4. 1一般       113病院
     (531,010,5) 藤枝市水上１２３番地の１ 常　勤:   32　理事長　平井　達夫 療養        86現存
     (医      26) 平30. 6. 1外   他   脳外
     (歯       1) 内   整外 眼  
     (薬       5) 皮   アレ リハ
     非常勤:   24 歯外 麻   リウ
     (医      20) 放   ひ   神内
     (歯       2) 消化器外科、胃
     (薬       2) 腸内科、循環器
     外科　他５件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426531,024,0 高洲早川クリニック 〒426-0047 054(636)0021医療法人　社団　若朋早川　直美 平 7. 4. 1小   皮   アレ診療所
     藤枝市与左衛門４２８－２ 常　勤:    1会　理事長　早川　直 組織変更 現存
     (医       1)美 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427531,025,7 志太イーエヌティーク〒426-0051 054(635)8687医療法人　社団　泰成森　泰雄 平 7. 4. 1耳い 気食 診療所
     リニック森耳鼻咽喉科藤枝市大洲１丁目３番地の４ 常　勤:    1会森耳鼻咽喉科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　森　泰雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428531,026,5 藤岡クリニック 〒426-0006 054(641)6288医療法人　社団　藤岡赤堀　秀樹 平 7. 4. 1内   消   小  診療所
     藤枝市藤岡２丁目１番地５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)赤堀　秀樹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429531,027,3 三倉医院 〒426-0015 054(644)1235医療法人　社団　三倉三倉　一彦 平 7. 5. 1内   小   呼  診療所
     藤枝市五十海４－１４－２１ 常　勤:    2医院　理事長　三倉　 組織変更 現存
     (医       2)一彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430531,028,1 医療法人社団聖稜会　〒426-0133 054(639)0112医療法人社団聖稜会　ＮＧＵＹＥＮ　ＸＵＡ平 7. 7. 1療養       125病院
     聖稜リハビリテーショ藤枝市宮原６７６－１ 常　勤:    6理事長　ＮＧＵＹＥＮＮＮＨＡＭ 組織変更 リハ 現存
     ン病院 (医       4)　ＸＵＡＮ　ＮＨＡＭ 平28. 7. 1
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431531,029,9 鈴木レディースクリニ〒426-0051 054(636)5511医療法人　社団　鈴木鈴木　英彦 平 7. 8. 1一般        13診療所
     ック 藤枝市大洲４－７－１５ 常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　理事長　鈴木　英彦 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432531,031,5 医療法人社団　すずき〒426-0066 054(636)3360医療法人　社団　すず鈴木　正之 平 9. 4. 1小   アレ 診療所
     小児科医院 藤枝市青葉町５丁目１１番３０号常　勤:    1き小児科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　鈴木　正之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1433531,032,3 公益財団法人　静岡県〒426-0053 054-636-6460公益財団法人静岡県予戸塚　哲男 平 9. 5. 1内   婦   診療所
     予防医学協会　藤枝健藤枝市善左衛門２ー１１ー５ 常　勤:    3防医学協会　理事長　 新規 現存
     診センター (医       3)横田　通夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434531,034,9 川口内科 〒426-0009 054(644)3366医療法人社団　健友会川口　吉紀 平10. 4. 1内   循   小  診療所
     藤枝市八幡２７９－１ 常　勤:    2　理事長　川口　 紀 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435531,035,6 医療法人社団凜和会　〒426-0033 054(641)3788医療法人社団凜和会　田中　賢司 平10. 7. 1精神       170病院
     藤枝駿府病院 藤枝市小石川町２－９－１８ 常　勤:    8理事長　溝口　勝美 組織変更 精   現存
     (医       7) 平28. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436531,037,2 大岩内科医院 〒426-0062 054-636-0018医療法人社団　大岩内大岩　茂則 平12. 4. 1内   呼   小  診療所
     藤枝市高岡１ー１９ー３０ 常　勤:    2科医院　理事長　大岩 組織変更 現存
     (医       2)　茂則 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437531,038,0 すだ医院 〒426-0031 054-646-8811医療法人社団　すだ医須田　雄司 平13. 1. 1心内 精   診療所
     藤枝市築地２４１ 常　勤:    1院　理事長　須田　雄 組織変更 現存
     (医       1)司 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438531,039,8 あまの耳鼻咽喉科クリ〒426-0012 054-646-3313医療法人社団　瑞祥会天野　肇 平13. 4. 1耳い アレ 診療所
     ニック 藤枝市田中３ー６ー１６ 常　勤:    1　理事長　天野　肇 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439531,040,6 医療法人社団厚正会　〒426-0041 054-634-0888医療法人社団　厚正会嶋津　正宏 平13. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     しまづ整形外科 藤枝市高柳２ー７－２３ 常　勤:    1　理事長　嶋津　正宏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440531,041,4 西山クリニック 〒426-0011 054-646-3003医療法人社団　西山ク西山　照正 平13. 8. 1内   循   診療所
     藤枝市平島９２１ー１ 常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     (医       1)山　照正 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441531,042,2 はた医院 〒426-0012 054-645-2077医療法人社団　まつや畑　昌宏 平28. 3. 1ひ   内   他  診療所
     藤枝市田中３ー３－３ 常　勤:    1会　理事長　畑　昌宏 移動 人工透析内科、現存
     (医       1) 平28. 3. 1腎臓内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1442531,043,0 西井胃腸科外科 〒426-0041 054-637-0610医療法人社団　こうゆ西井　宏有 平14. 1. 1胃   外   整外診療所
     藤枝市高柳２０３５ー１ 常　勤:    1う会　理事長　西井　 組織変更 こう リハ 内  現存
     (医       1)宏有 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443531,044,8 医療法人社団　隆純会〒426-0067 054-634-4112医療法人社団　隆純会三宅　純一 平14. 6. 1皮   アレ 診療所
     　みやけ皮膚科 藤枝市前島２－１７－１ 常　勤:    1　理事長　三宅　純一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444531,045,5 杉田整形外科 〒426-0075 054-645-8880医療法人社団　ひかる杉田　光 平29. 8.16整外 リハ リウ診療所
     藤枝市瀬戸新屋２３３－１ 常　勤:    1会　理事長　杉田　光 移動 現存
     (医       1) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445531,046,3 高橋医院 〒426-0035 054-647-0370医療法人社団　高橋医高橋　博 平14. 8. 1内   診療所
     藤枝市下青島２０１ー５ 常　勤:    1院　理事長　高橋　博 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446531,047,1 北川医院 〒426-0046 054-634-3231医療法人社団　高仁会北川　元昭 平15. 1. 1ひ   内   皮  診療所
     藤枝市高洲６２－７ 常　勤:    1　理事長　北川　元昭 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447531,048,9 すぎむらクリニック 〒426-0014 054-647-7077医療法人社団　ソラシ杉村　久雄 平15. 1. 1内   他   診療所
     藤枝市若王子３ー５ー２９ 常　勤:    1ックパーク　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)杉村　久雄 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448531,050,5 医療法人社団藤愛会　〒426-0202 054-648-1500医療法人社団　藤愛会濱 　卓也 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     はまべ整形外科 藤枝市上薮田７４－１ 常　勤:    1　理事長　濱 　卓也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449531,052,1 青島北クリニック 〒426-0082 054-647-7707医療法人社団　青島北竹澤　英夫 平18. 4. 1消   内   診療所
     藤枝市瀬古２－６－１５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)竹澤　英夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450531,053,9 吉田クリニック 〒426-0051 054-634-0006医療法人社団　くぬぎ吉田　守 平19. 4. 1内   脳外 診療所
     藤枝市大洲４－７－３３ 常　勤:    1会　理事長　吉田　守 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451531,055,4 藤枝市立総合病院 〒426-8677 054(646)1111静岡県藤枝市　藤枝市毛利　博 平19.11. 1一般       564病院
     (531,012,1) 藤枝市駿河台四丁目１番１１号 常　勤:  140長　北村　正平 新規 内   心内 精  療養病床
     (医     138) 平25.11. 1神内 小   外  現存
     (歯       2) 整外 形外 脳外
     非常勤:  150 呼外 心外 皮  
     (医     147) ひ   産婦 眼  
     (歯       3) 耳い リハ 麻  
     他   リウ 歯外
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 1452531,056,2 まつなが耳鼻咽喉科ク〒426-0034 054-645-3387医療法人　社団　涼瑞松永　忠彦 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     リニック 藤枝市駅前２－３－８ 常　勤:    1会　理事長　松永　忠 組織変更 現存
     (医       1)彦 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453531,057,0 公益財団法人静岡県予〒426-8638 054-636-6460公益財団法人静岡県予田川　隆介 平24. 1. 1内   婦   診療所
     防医学協会　総合健診藤枝市善左衛門２－１９－８ 常　勤:    4防医学協会　副理事長 新規 現存
     センター (医       4)　石黒　滿 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454531,058,8 マイクリニック大久保〒426-0067 054-634-2222医療法人社団眞生会　大久保　雅之 平24. 5. 1他   診療所
     　ＤＵＯ 藤枝市前島１－７－３ 常　勤:    1理事長　大久保　雅之 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455531,059,6 すみや脳神経クリニッ〒426-0018 054-647-5511医療法人ホクレア　理角谷　和夫 平24.11. 1脳外 内   診療所
     ク 藤枝市本町２－１－３５ゴールド常　勤:    1事長　鵜澤　眞宏 新規 現存
     エイジ藤枝２Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456531,060,4 みやはら内科クリニッ〒426-0033 054-647-5670医療法人社団安誠会　宮原　健夫 平28. 4. 1内   他   小  診療所
     ク 藤枝市小石川１－７－２０ 常　勤:    1理事長　宮原　健夫 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457531,061,2 医療法人有心会ふじえ〒426-0202 054-648-1000医療法人有心会　理事木村　大輔 平28.12.16耳い アレ 他  診療所
     だ耳鼻科 藤枝市上薮田７４－３ 常　勤:    1長　前田　憲志 交代 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458531,062,0 志太眼科 〒426-0029 054-645-5511医療法人社団崇輝会　堀井　崇弘 平29. 4. 1眼   診療所
     藤枝市益津３６４－２ 常　勤:    2理事長　原田　隆文 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459531,063,8 サニーメディカルクリ〒426-0034 054-641-2052医療法人社団和光会　水谷　和広 平30. 1. 1内   皮   精  診療所
     ニック 藤枝市駅前２－２０－２０ 常　勤:    1理事長　水谷　和広 組織変更 神内 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460531,064,6 セントマリア　フュー〒426-0034 054-639-5557医療法人社団　聖カリ増島　篤 平30. 4. 1内   神内 整外診療所
     (531,014,7) チャークリニック 藤枝市駅前１－８－３ー２０１号常　勤:    3スタス会　理事長　菅 新規 リハ 歯   歯外現存
     (医       2)井　健二 平30. 4. 1
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
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 1461531,065,3 なお消化器内科クリニ〒426-0046 054-634-1825医療法人社団ＮＡＯ・鈴木　直之 平30. 5. 1他   内   診療所
     ック 藤枝市高洲１－９－２４ 常　勤:    1ＣＬＩＮＩＣ　理事長 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)　鈴木　直之 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462540,054,6 市山医院 〒427-0023 0547(37)3286市山　純 市山　純 昭45. 9. 1内   小   診療所
     島田市大川町１番の３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463540,080,1 川口クリニック 〒427-0056 0547-34-3700川口　浩司 川口　浩司 平 7. 7. 1神   神内 精  診療所
     島田市大津通り１９６５ー６サン常　勤:    1 新規 現存
     ライズビル　２Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464540,089,2 あきやま眼科 〒427-0111 0547-38-7221秋山　貴紀 秋山　貴紀 平11. 7. 1一般         6診療所
     島田市阪本１６０１ー１１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465540,090,0 はなみずき通りクリニ〒427-0048 0547-33-5550竹田　力 竹田　力 平18. 5. 1内   小   循  診療所
     ック 島田市旗指４４９－２ 常　勤:    1 移動 消   呼   アレ現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466540,092,6 六合整形外科 〒427-0019 0547-33-1130板垣　幹二 板垣　幹二 平13.11. 1整外 リハ 診療所
     島田市道悦２－２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467540,093,4 しのはら産科婦人科医〒427-0005 0547-33-4103篠原　弘光 篠原　弘光 平17. 3. 1一般        11診療所
     院 島田市岸町６５８－１ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468540,094,2 田代クリニック 〒427-0104 0547-30-5550田代　修司 田代　修司 平17. 5. 1一般         2診療所
     島田市井口１０７７－２ 常　勤:    1 新規 内   精   神  現存
     (医       1) 平29. 5. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469541,008,1 矢崎計器株式会社　島〒427-0024 0547(36)4111矢崎計器株式会社　島大島　伸一 昭35.10.15内   外   診療所
     田製作所　診療所 島田市横井１丁目７番１号 常　勤:    1田製作所診療所　代表 現存
     (医       1)取締役社長　矢崎　信 平29.10.15
     二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470541,011,5 島田市休日急患診療所〒427-0007 0547(35)1799島田市長　染谷　絹代松永　和彦 昭47. 2. 1内   小   診療所
     島田市野田１２００番地の５ 常　勤:    5 現存
     (医       5) 平30. 4. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1471541,012,3 島田西山医院 〒427-0017 0547-37-7208医療法人社団　島田西西山　靖弘 平13. 3. 1内   小   循  診療所
     島田市南１ー６ー８ 常　勤:    1山医院　理事長　西山 移動 現存
     (医       1)　靖弘 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472541,013,1 石田医院 〒427-0038 0547(35)1144医療法人社団邦美会　石田　邦夫 昭55. 3. 1内   皮   産婦診療所
     島田市稲荷３－１６－２５ 常　勤:    1石田医院　石田　邦夫 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473541,014,9 加藤整形外科クリニッ〒427-0036 0547(35)1565医療法人社団洗心会　加藤　淳 昭53. 3. 1整外 リハ 外  診療所
     ク 島田市三ツ合町２６８６番地の２常　勤:    1理事長　加藤　淳 こう 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474541,015,6 鈴木内科医院 〒427-0019 0547(37)5165医療法人社団直恵会　鈴木　直輔 昭62. 4. 1内   消   循  診療所
     島田市道悦４丁目１１－１２ 常　勤:    1理事長　鈴木　直輔 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475541,016,4 伊藤医院 〒427-0023 0547(35)6693医療法人社団　研成会伊藤　一成 平20.12. 1皮   ひ   診療所
     島田市大川町１２番の２ 常　勤:    1　理事長　伊藤　一成 移動 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476541,017,2 勝見耳鼻咽喉科医院 〒427-0022 0547-37-2518医療法人社団勝見耳鼻勝見　祐介 平16.10. 5耳い アレ 診療所
     島田市本通三丁目７番の１ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移動 現存
     (医       1)勝見祐介 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477541,019,8 松永医院 〒427-0011 0547(37)1232医療法人社団　医松会松永　和彦 平元. 4. 1内   胃   小  診療所
     島田市東町１１２０－２ 常　勤:    2　理事長　松永　和彦 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478541,022,2 神川整形外科医院 〒427-0022 0547(37)5236医療法人社団神川整形神川　隆 昭62. 1. 1外   整外 リハ診療所
     島田市本通一丁目４６８９番地の常　勤:    1外科医院　理事長　神 現存
     １ (医       1)川　隆 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479541,024,8 片岡医院 〒427-0022 0547-36-5104医療法人社団片岡医院片岡　英樹 平27. 8.18内   他   診療所
     島田市本通七丁目７７８７番地の常　勤:    1　理事長　片岡　英樹 移動 消化器内科、循現存
     ５ (医       1) 平27. 8.18環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
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 1480541,026,3 生駒脳神経クリニツク〒427-0056 0547-37-3266医療法人社団生駒会　小塙　聡司 平11. 4. 1一般         1診療所
     島田市大津通１５番の２ 常　勤:    1理事長　小塙　聡司 移動 神内 脳外 リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481541,029,7 レシャード医院 〒427-0057 0547-34-0500医療法人社団健祉会　レシャード　カレッド平26. 2.12他   外   診療所
     島田市元島田９２４８－１ 常　勤:    1理事長　レシャード　 移動 呼吸器内科・循現存
     (医       1)カレッド 平26. 2.12環器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482541,030,5 牧野耳鼻咽喉科医院 〒427-0045 0547(37)5814医療法人社団島田牧野牧野　克己 平13.10. 1耳い アレ 診療所
     島田市向島町４５３５－２ 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 移動 現存
     (医       1)長　牧野　克己 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483541,032,1 島田眼科クリニック 〒427-0028 0547-37-0431医療法人社団ユーカリ長野　克彦 平25.10.31眼   診療所
     島田市栄町４－１９ 常　勤:    1会　理事長　長野　克 移動 現存
     (医       1)彦 平25.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484541,033,9 かなやま眼科医院 〒427-0019 0547(37)7767医療法人　社団　楓会金山　貴子 平 9. 8. 1眼   診療所
     島田市道悦４－２２－３７ 常　勤:    1　理事長　金山　貴子 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485541,034,7 中原クリニック 〒427-0029 0547-34-0101医療法人社団　中原ク中原　雅雄 平16. 1.18ひ   診療所
     島田市日之出町４番の８　島田ビ常　勤:    1リニック　理事長　中 移動 現存
     ル４階 (医       1)原　雅雄 平28. 1.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486541,035,4 しのざき消化器科・内〒427-0057 0547-33-1100医療法人社団笹穂会　篠﨑　弘一 平12. 4. 1内   消   診療所
     科医院 島田市元島田２１０ー４ 常　勤:    2しのざき消化器科・内 組織変更 現存
     (医       2)科医院　理事長　篠﨑 平30. 4. 1
     　弘一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487541,036,2 あらなみ皮膚科アレル〒427-0047 0547-34-5522医療法人社団　暁会　荒浪　暁彦 平17.10. 1皮   アレ 診療所
     ギー科クリニック 島田市中溝町１２９４－１ 常　勤:    1理事長　荒浪　暁彦 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488541,037,0 医療法人社団　相仁会〒427-0005 0547-35-4949医療法人社団　相仁会相羽　英彦 平13. 1. 1循   内   小  診療所
     　藤井医院 島田市岸町６６７ 常　勤:    1　理事長　相羽　正弘 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489541,038,8 さくらいファミリーク〒427-0036 0547-36-3826医療法人社団さくらい久保田　友之 平14. 7.15内   小   他  診療所
     リニック 島田市三ッ合町１１５９－５ 常　勤:    2ファミリー　理事長　 移動 現存
     (医       2)久保田　友之 平26. 7.15
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 1490546,007,8 市立島田市民病院 〒427-8502 0547(35)2111静岡県島田市　染谷　服部　隆一 昭54. 3.28一般       467病院
     (546,007,4) 島田市野田１２００番地の５ 常　勤:   86絹代 一般（感染） 現存
     (医      84) 平30. 3.28             6
     (歯       2) 療養        35
     非常勤:   32 結核         8
     (医      30) 精神        20
     (歯       2) 内   他   神内
     心内 外   呼外
     脳外 整外 形外
     精   小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 
     外科（消化器・
     乳腺）他１５科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491550,084,0 半田医院 〒421-0303 0548(32)0193半田　創 半田　創 昭38.12. 1内   小   外  診療所
     榛原郡吉田町片岡２１４５の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492550,123,6 こどもクリニック　お〒421-0304 0548(32)6789大川　雅龍 大川　雅龍 昭62.12. 1小   診療所
     おかわ小児科 榛原郡吉田町神戸２００１番地２常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493550,127,7 坂井医院 〒428-0041 0547(45)2069坂井　敏明 坂井　敏明 平元. 4. 1内   消   小  診療所
     島田市金谷都町１０の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494550,135,0 小田医院 〒421-0522 0548(52)0426鈴木　彰 鈴木　彰 平 3. 1. 3内   外   診療所
     牧之原市相良１６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495550,141,8 えんどう　こどもクリ〒421-0421 0548(22)7373遠藤　賢治 遠藤　賢治 平 5. 7. 1小   診療所
     ニック 牧之原市細江１４９５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496550,144,2 永尾内科・循環器科医〒437-1621 0548-63-6611永尾　正男 永尾　正男 平 7.10. 1内   循   診療所
     院 御前崎市御前崎５４ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497550,145,9 鈴木内科医院 〒428-0301 0547-58-3100鈴木　文彦 鈴木　文彦 平14. 2.15内   神内 診療所
     榛原郡川根本町徳山８２６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 2.15
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 1498550,148,3 サガラ眼科 〒421-0526 0548-53-2222上村　健太郎 上村　健太郎 平12. 3. 1眼   診療所
     牧之原市大沢１ー２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499550,156,6 岡野内科医院 〒421-0301 0548-33-1266岡野　博一 岡野　博一 平19. 3. 1内   呼   胃  診療所
     榛原郡吉田町住吉３７９－１ 常　勤:    1 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500550,157,4 千内科クリニック 〒421-0304 0548-34-1001千　正鎬 千　正鎬 平21. 5. 1内   他   診療所
     榛原郡吉田町神戸２０６７―１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501550,159,0 上長尾田澤内科医院 〒428-0313 0547-56-1800田澤　慶次 田澤　慶次 平27. 8. 1内   診療所
     榛原郡川根本町上長尾９１５－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502551,011,2 矢崎部品株式会社もの〒421-0407 0548(27)2141矢崎部品株式会社もの白岩　幹正 昭43. 9. 1内   診療所
     づくりセンター　健康牧之原市布引原２０６－１ 常　勤:    2づくりセンター　健康 現存
     サポートルーム (医       2)サポートルーム　矢﨑 平28. 9. 1
     　信二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503551,012,0 榛原総合病院 〒421-0421 0548-22-1131榛原総合病院組合　管森田　信敏 昭52. 9. 1一般       355病院
     (551,012,6) 牧之原市細江２８８７－１ 常　勤:   23理者　牧之原市長　杉 療養        42現存
     (医      14)本　基久雄 平28. 9. 1精神        53
     (歯       7) 内   他   外  
     (薬       2) 呼外 脳外 整外
     非常勤:   39 形外 産婦 小  
     (医      38) ひ   眼   耳い
     (歯       1) 皮   放   精  
     麻   歯外 矯歯
     心外 リハ 
     呼吸器内科、循
     環器内科、消化
     器内科、病理診
     断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504551,013,8 牧ノ原やまばと学園診〒421-0412 0548(29)0221社会福祉法人　牧ノ原伊東　コウ次郎 昭54. 7. 1内   外   診療所
     療所 牧之原市坂部２１５１番地２ 常　勤:    1やまばと学園　理事長 現存
     (医       1)　長沢　道子 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1505551,014,6 赤堀整形外科医院 〒421-0421 0548(22)0117医療法人社団榛原赤堀赤堀　俊兵 昭57. 7. 1内   整外 リハ診療所
     牧之原市細江１０４１番地１０ 常　勤:    1整形外科医院　理事長 現存
     (医       1)　赤堀　俊兵 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506551,015,3 加藤内科医院 〒421-0301 0548(32)0701医療法人　社団　康寿加藤　寿夫 平 9. 4. 1内   他   診療所
     榛原郡吉田町住吉３０３－１ 常　勤:    1会　加藤　寿夫 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507551,016,1 鈴木医院 〒428-0104 0547(53)2165医療法人社団家山鈴木鈴木　金作 昭32.10. 1内   小   皮  診療所
     島田市川根町家山３４５－１ 常　勤:    2医院　理事長　鈴木金 現存
     (医       2)作 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508551,018,7 高木内科医院 〒421-0422 0548(22)0003医療法人社団平愛会　高木　平 昭61. 4. 1内   診療所
     牧之原市静波９００番地 常　勤:    1理事長　高木　平 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509551,019,5 廣瀬医院 〒421-0522 0548(52)0006医療法人社団　あけぼ廣瀬　尚子 昭32.10. 1内   呼   消  診療所
     牧之原市相良１７４－１ 常　勤:    1の　理事長　廣瀬　弘 循   小   外  現存
     (医       1)明 平28. 4.30整外 こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510551,020,3 川田医院 〒421-0301 0548(32)0154医療法人社団吉田川田川田　洋一郎 昭57. 2.15内   小   外  診療所
     榛原郡吉田町住吉２４４４番地 常　勤:    1医院　理事長　川田　 現存
     (医       1)洋一郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511551,021,1 織田医院 〒428-0027 0547(45)3042医療法人社団裕和会　織田　孝裕 昭48. 1.26内   小   他  診療所
     島田市金谷上十五軒１９９７ 常　勤:    1理事長　織田　孝裕 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512551,024,5 藤原整形外科 〒421-0532 0548(58)0431医療法人社団立青子会藤原　將登 昭51. 7. 1内   整外 リハ診療所
     牧之原市地頭方２２０番地１ 常　勤:    1藤原整形外科　理事長 現存
     (医       1)　藤原　將登 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513551,025,2 石井眼科医院 〒421-0421 0548(22)1411医療法人社団　清和会石井　正彦 昭63.11. 1眼   内   診療所
     牧之原市細江１５０７番地５ 常　勤:    1　理事長　石井　正彦 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1514551,026,0 渥美医院 〒421-0523 0548(52)0583医療法人社団　緑静会隆　孝太郎 昭35. 6.14内   胃   循  診療所
     牧之原市波津１－４１－１ 常　勤:    1　理事長　隆　孝太郎 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515551,027,8 渡辺内科医院 〒421-0526 0548-52-5232医療法人社団清良会　渡邉　春充 平 2. 7. 1内   呼   胃  診療所
     牧之原市大沢３２９番地１ 常　勤:    1理事長　渡邉　春充 小   皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516551,028,6 中村医院　耳鼻咽喉科〒421-0523 0548(52)0434医療法人社団　静良会中村　香菜江 昭59. 9. 1耳い 歯   診療所
     (551,007,6) 　歯科 牧之原市波津２丁目１１７番地 常　勤:    3　理事長　中村　香菜 現存
     (医       1)江 平29. 1. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517551,029,4 田形内科医院 〒421-0511 0548(52)5320医療法人社団片浜会田田形　雅通 平 3. 1.15内   小   リハ診療所
     牧之原市片浜１０８４番地２号 常　勤:    1形内科医院　理事長　 現存
     (医       1)田形　雅通 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518551,032,8 大下医院 〒428-0314 0547(56)0019医療法人社団　下長尾大下　節男 平 5. 4. 1内   小   診療所
     榛原郡川根本町下長尾２１９番地常　勤:    1大下医院　理事長　大 現存
     の１ (医       1)下　節男 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519551,033,6 医療法人社団桜愛会　〒428-0103 0547(53)2006医療法人社団桜愛会　高木　勇人 平 2.12.15内   小   診療所
     高木医院 島田市川根町身成３２８８－１ 常　勤:    1理事長　高木　勇人 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520551,034,4 石井内科皮膚科医院 〒421-0422 0548(22)0013医療法人社団　石井内石井　英正 昭32.10. 1内   小   他  診療所
     牧之原市静波２４８ 常　勤:    2科皮膚科医院　理事長 皮   現存
     (医       2)　石井　英正 平29.12. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521551,035,1 徳山整形外科 〒421-0303 0548(33)0666医療法人社団博英会徳徳山　博士 平 7. 4. 1整外 診療所
     榛原郡吉田町片岡１９５４－１１常　勤:    1山整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)徳山　博士 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522551,037,7 田﨑クリニック 〒421-0304 0548(32)8585医療法人社団　田﨑ク田崎　健 平10. 4. 1内   外   脳外診療所
     榛原郡吉田町神戸２４番地１５ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)崎　健 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1523551,038,5 医療法人社団一砂会あ〒421-0511 0548(52)5555医療法人社団　一砂会赤堀　彰夫 平10. 4. 1内   小   産婦診療所
     かほりクリニック 牧之原市片浜８７３番地２ 常　勤:    1　理事長　赤堀　彰夫 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524551,039,3 佐故医院 〒421-0422 0548(22)7010医療法人社団　榛和会佐故　宏治 平10. 8. 1内   外   胃  診療所
     牧之原市静波４６１－１ 常　勤:    1佐故医院　理事長　佐 組織変更 リハ 現存
     (医       1)故　宏治 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525551,040,1 堀口外科医院 〒421-0526 0548-52-5858医療法人社団　マエス堀口　倫博 平12. 1. 1外   呼   胃  診療所
     牧之原市大沢６１７ー１ 常　勤:    1トロ　理事長　堀口　 組織変更 こう 整外 現存
     (医       1)倫博 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526551,041,9 三輪クリニック 〒421-0303 0548-32-7300医療法人社団　メンフ三輪　東一郎 平12. 8. 1内   胃   循  診療所
     榛原郡吉田町片岡２９９ー１ 常　勤:    2ィス会　理事長　三輪 組織変更 小   ひ   現存
     (医       2)　東一郎 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527551,042,7 加納医院 〒428-0006 0547-45-3038医療法人社団　双裕会小原　弘嗣 平13. 1. 1内   他   診療所
     島田市牛尾４７１－２ 常　勤:    2　理事長　加納　誠也 組織変更 消化器内科・循現存
     (医       2) 平25. 1. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528551,043,5 座光寺医院 〒437-1622 054-863-3206医療法人社団　座光寺座光寺　哲 平14. 5. 1内   小   他  診療所
     御前崎市白羽５２４３ー３ 常　勤:    1医院　理事長　座光寺 組織変更 現存
     (医       1)　哲 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529551,044,3 藤本クリニック 〒421-0421 0548-24-1200医療法人社団　藤友会藤本　欣也 平15. 8. 1内   循   診療所
     牧之原市細江４４３６－１ 　理事長　藤本　欣也 組織変更 現存
     平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530551,045,0 はいばら泌尿器科クリ〒421-0404 0548-28-0887医療法人社団　福壽会宇佐美　隆利 平16. 3. 1ひ   診療所
     ニック 牧之原市静谷５７５－１ 常　勤:    2　理事長　三 　孝 新規 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531551,046,8 酒井内科医院 〒421-0532 0548-55-1100医療法人社団　酒井内酒井　英訓 平16. 4. 1内   消   診療所
     牧之原市地頭方１ー１５３ー２ 常　勤:    1科医院　理事長　酒井 組織変更 現存
     (医       1)　英訓 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1532551,047,6 はいなん吉田病院 〒421-0304 0548-32-9111医療法人社団八洲会　豊嶋　駿 平16. 6. 1療養       180病院
     榛原郡吉田町神戸２５７１－６ 常　勤:    3理事長　新村　哲也 新規 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   25
     (医      23)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533551,049,2 いしだ眼科 〒421-0301 0548-34-1400医療法人社団　シー・石田　玲子 平19. 4. 1眼   診療所
     榛原郡吉田町住吉４２７－１ 常　勤:    1オー・アイ　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)石田　玲子 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534551,050,0 川根本町いやしの里診〒428-0414 0547-59-2102静岡県榛原郡川根本町清水　史郎 平19. 9. 1内   リウ 循  診療所
     療所 榛原郡川根本町東藤川８６４－１常　勤:    1　川根本町長　鈴木　 新規 他   現存
     (医       1)敏夫 平25. 9. 1総合診療科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535551,051,8 本川根診療所 〒428-0411 0547-59-3811医療法人社団千仁会　倉田　矩正 平22. 4. 1内   診療所
     榛原郡川根本町千頭１１４７－１常　勤:    1理事長　倉田　矩正 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536551,052,6 さかい耳鼻咽喉科医院〒421-0303 0548-34-1818医療法人社団如水会　酒井　丈夫 平23. 5. 1耳い 診療所
     榛原郡吉田町片岡１７５３ー１２常　勤:    1理事長　酒井　丈夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537551,053,4 かわしりこどもクリニ〒421-0302 0548-33-0555医療法人社団かわしり古 　協 平30. 5. 1小   診療所
     ック 榛原郡吉田町川尻１４０９ー１ 常　勤:    2こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　古 　協 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538560,002,0 おまえざき痛みのクリ〒437-1612 0537-29-7341松井　弦一郎 松井　弦一郎 平27. 8. 1他   リハ 麻  診療所
     ニック 御前崎市池新田２４４６－１ 常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平27. 8. 1ク外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539560,003,8 あんぬ医院 〒437-1612 0537-85-8088本多　あん奴 本多　あん奴 平28. 4. 1内   神内 診療所
     御前崎市池新田３２８７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1540561,001,1 市立御前崎総合病院 〒437-1612 0537-86-8511御前崎市　御前崎市長大橋　弘幸 平16. 4. 1一般       145病院
     御前崎市池新田２０６０ 常　勤:   16　栁澤　重夫 交代 療養        54現存
     (医      12) 平28. 4. 1内   小   外  
     (薬       4) 整外 脳外 産婦
     非常勤:   52 眼   耳い ひ  
     (医      52) 皮   リハ 放  
     麻   リウ 形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541561,002,9 宮内診療所 〒437-1603 0537-85-7811医療法人社団川史会　川口　智史 平23. 6. 1内   他   小  診療所
     御前崎市宮内２２６－５ 常　勤:    2理事長　小川　貢史 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542561,003,7 池新田クリニック 〒437-1612 0537-85-1190医療法人社団　川史会小川　貢史 平28. 4. 1内   呼内 他  診療所
     御前崎市池新田２９６１－３３ 常　勤:    1　理事長　小川　貢史 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543561,004,5 御前崎市家庭医療セン〒437-1622 0548-23-3211御前崎市　御前崎市長吉野　弘 平29.11. 1内   心内 小  診療所
     ターしろわクリニック御前崎市白羽３５２１－１０ 常　勤:    1　栁澤　重夫 新規 外   整外 産婦現存
     (医       1) 平29.11. 1皮   リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544561,005,2 むぎ運動場前クリニッ〒437-1612 0537-85-7755医療法人社団むぎ運動吉村　理恵 平30. 1. 1内   他   ひ  診療所
     ク 御前崎市池新田８３３－１５ 常　勤:    2場前クリニック　理事 交代 循環器内科 現存
     (医       2)長　吉村　麦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545570,003,6 八木医院 〒427-0058 0547-36-8880八木　健 八木　健 平17.10.15内   呼   診療所
     島田市祇園町８７２５－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546570,005,1 初倉クリニック 〒427-0105 0547-38-7211岡西　紀彦 岡西　紀彦 平18.10.15内   耳い 気食診療所
     島田市南原８５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547570,011,9 ケンこどもクリニック〒427-0005 0547-32-9300山下　健一 山下　健一 平21. 7. 1小   診療所
     島田市岸町２５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548570,012,7 川崎クリニック 〒427-0019 0547-37-9099川崎　崇 川崎　崇 平21. 7. 1精   心内 診療所
     島田市道悦４ー５ー１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
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 1549570,016,8 きむら島田駅南クリニ〒427-0024 054-737-1155木村　貴彦 木村　貴彦 平24. 5. 1外   麻   他  診療所
     ック 島田市横井３－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550570,017,6 水野医院 〒427-0102 0547-38-0003荒木　信 荒木　信 平24. 6. 1内   リハ 他  診療所
     島田市大柳南１０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551570,018,4 齋藤医院 〒427-0011 0547-35-3315齋藤　好久 齋藤　好久 平25. 8. 1他   内   診療所
     島田市東町２２７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552570,019,2 小沢クリニック 〒427-0044 0547-35-2278小澤　美佳 小澤　美佳 平25. 8. 1内   他   診療所
     島田市宮川町２４９２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553570,022,6 かなや訪問診療所 〒428-0032 0547-39-6800宍戸　雄一郎 宍戸　雄一郎 平30. 4. 2内   精   診療所
     島田市金谷天王町１７４５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554571,001,9 すぎもと耳鼻咽喉科ク〒428-0021 0547-47-3387医療法人社団　絋雅会杉本　俊彦 平18. 1. 1耳い アレ 診療所
     リニック 島田市金谷河原９３１ 常　勤:    1　理事長　杉本　俊彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555571,002,7 よしとみクリニック 〒427-0042 0547-33-0333医療法人社団　吉富　吉富　彰一 平19. 4. 1胃   外   こう診療所
     島田市中央町１８－２ 常　勤:    1理事長　吉富　彰一 組織変更 他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556571,003,5 森田眼科クリニック 〒427-0043 054-737-6022医療法人社団　大成会森田　賢 平19. 8.30眼   診療所
     島田市中溝４－１１－１５ 常　勤:    1　理事長　森田　賢 移動 現存
     (医       1) 平25. 8.30
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557571,004,3 たぐちクリニック 〒427-0029 0547-39-5920医療法人ホクレア　理田口　博之 平24.11. 1精   内   診療所
     島田市日之出町４－８　島田テク常　勤:    1事長　鵜澤　眞宏 移動 現存
     ノビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1558571,005,0 島田南耳鼻咽喉科 〒427-0017 0547-33-3737医療法人社団　ＳＭＥ東　尊秀 平21.12. 1耳い アレ 診療所
     島田市南２－４－３ 常　勤:    1Ｃ　理事長　東　尊秀 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559571,006,8 おおるり眼科クリニッ〒427-0017 0547-35-7717医療法人社団　白洲会鈴木　徹 平21.12. 1眼   診療所
     ク 島田市南１－５－１０ 常　勤:    1　理事長　鈴木　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560571,007,6 安藤整形外科 〒427-0018 0547-33-7500医療法人社団　安藤整安藤　元郎 平22. 2. 1整外 放   リハ診療所
     島田市旭２－２－３８ 常　勤:    2形外科　理事長　安藤 新規 現存
     (医       2)　元郎 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561571,008,4 藤本外科医院 〒427-0105 0547(38)6088医療法人社団　みのり藤本　嘉彦 平25. 4. 1外   整外 麻  診療所
     島田市南原２６６ 常　勤:    2会　理事長　藤本　嘉 組織変更 現存
     (医       2)彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562571,009,2 平井医院 〒428-0026 0547-46-2236医療法人社団平井医院平井　利幸 平26. 1. 1内   他   診療所
     島田市金谷本町１９４５－１ 常　勤:    1　理事長　平井　利幸 組織変更 その他標榜：消現存
     (医       1) 平26. 1. 1化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563571,010,0 さくらい整形外科 〒428-0018 0547-47-1500医療法人社団櫻友愛会櫻井　雅和 平26. 7. 1整外 リハ 診療所
     島田市金谷根岸町１４０－１５ 常　勤:    1　理事長　櫻井　雅和 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564571,011,8 よねだクリニック 〒427-0044 0547-37-4099医療法人社団将正会　米田　正弘 平26.12. 1内   他   診療所
     島田市宮川町２４７３－１ 常　勤:    1理事長　米田　正弘 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565571,012,6 金谷平成クリニック 〒428-0007 0547-54-5963医療法人社団共生会　新井　鐘一 平28.11. 1内   他   診療所
     島田市島５３４－１ 常　勤:    1理事長　平井　達夫 新規 脳神経内科、ペ現存
     (医       1) 平28.11. 1インクリニック
     非常勤:    3 内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566571,013,4 金谷眼科 〒428-0015 0547-45-0010医療法人社団イーシー川越　直顕 平29. 1. 4眼   診療所
     島田市金谷扇町３６３９ 常　勤:    1エス　理事長　池田　 交代 現存
     (医       1)宏一郎 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1567571,014,2 リバティこどもクリニ〒427-0037 0547-33-0077医療法人リバティ　理伊東　充宏 平30. 5. 1小   他   診療所
     ック 島田市河原１－４－３４ 常　勤:    1事長　伊東　充宏 組織変更 小児外科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568580,001,8 玉井整形外科医院 〒421-0421 0548-28-6667玉井　秀樹 玉井　秀樹 平21. 2. 1整外 リハ 診療所
     牧之原市細江３２０６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569580,002,6 メンタルクリニックゆ〒421-0421 0548-23-7611岩切　信義 岩切　信義 平30. 3. 1精   診療所
     うゆう 牧之原市細江４２６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570581,001,7 ねぎクリニック 〒421-0422 0548-22-3337医療法人ホクレア　代根木　真一 平22.11. 1精   内   診療所
     牧之原市静波２１４０－１ 常　勤:    1表取締役　鵜澤　眞宏 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571610,053,3 安達医院 〒437-1301 0537(48)2154安達　昌昭 安達　昌昭 昭46. 9. 1内   小   診療所
     掛川市横須賀１３４８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572610,056,6 大貫診療所 〒437-1421 0537(72)2519大貫　正昭 大貫　正昭 昭49. 9. 1内   小   診療所
     掛川市大坂１０１０ 現存
     平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573610,058,2 塩崎クリニック 〒439-0009 0537-35-2020塩崎　陸世 塩崎　陸世 平20. 1. 1内   小   診療所
     菊川市 沢３３１－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574610,060,8 安達眼科医院 〒437-1301 0537(48)2154安達　博子 安達　博子 昭54. 9. 1眼   診療所
     掛川市横須賀１３４８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575610,062,4 くわはた整形外科 〒437-1612 0537(86)7100桑波田　恵生 桑波田　恵生 昭58. 5. 1整外 リハ 神内診療所
     御前崎市池新田４５９－１ 常　勤:    1 リウ 内   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576610,067,3 ケイクリニック 〒437-1507 0537(73)6003加藤　克治 加藤　克治 平元.12. 1小   診療所
     菊川市赤土１３５５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   179 頁

 1577610,069,9 笠原医院 〒437-1412 0537(72)2032笠原　昇 笠原　昇 平 4. 4. 1内   診療所
     掛川市千浜５９８１の３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578610,070,7 笠井医院 〒439-0017 0537-35-2533笠井　哲郎 笠井　哲郎 平 5. 1. 1内   小   診療所
     菊川市朝日４－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579610,072,3 木下クリニック 〒437-1405 0537-74-4970木下　栄治 木下　栄治 平 8. 5. 1内   小   他  診療所
     掛川市中６３１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580610,073,1 鷲山医院 〒437-1435 0537(74)2010鷲山　さちえ 鷲山　さちえ 平 9. 1. 1内   診療所
     掛川市上土方嶺向６５１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581610,074,9 岡本クリニック 〒439-0031 0537-37-0200岡本　典雄 岡本　典雄 平15. 7. 1精   神   心内診療所
     菊川市加茂１９８４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582610,080,6 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒437-1301 0537-48-0121鈴木　政昭 鈴木　政昭 平15.11. 1耳い 診療所
     掛川市横須賀１４０３－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583611,004,5 社会福祉法人　賛育会〒437-1612 0537(86)2190社会福祉法人　賛育会森　尚志 昭60. 4. 1内   診療所
     　東海診療所 御前崎市池新田４０９０－１ 常　勤:    1　理事長　小堀　洋志 休止
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584611,010,2 一般社団法人　小笠医〒437-1612 0537(86)2401一般社団法人　小笠医阿島　裕和 昭37. 4.15内   小   外  診療所
     師会立　笠南医療セン御前崎市池新田２９７０番地の１常　勤:    2師会　会長　加藤　進 産婦 耳   放  現存
     ター (医       2) 平28. 4.15
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585611,013,6 菊川市立総合病院 〒439-0022 0537(35)2135静岡県菊川市　菊川市村田　英之 平10. 3. 1一般       202病院
     菊川市東横地１６３２番地 常　勤:   28長　太田　順一 移動 精神        58現存
     (医      28) 平28. 3. 1内   小   外  
     非常勤:   53 脳外 整外 ひ  
     (医      53) 産婦 眼   耳い
     皮   精   麻  
     リハ 
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 1586611,014,4 菊川市家庭医療センタ〒437-1507 0537(73)2267静岡県菊川市　菊川市津田　司 平23. 8. 1内   小   外  診療所
     ー 菊川市赤土１０５５－１ 常　勤:    5長　太田　順一 移動 整外 皮   産婦現存
     (医       5) 平29. 8. 1心内 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587611,017,7 外科胃腸科奥村医院 〒437-1614 0537(86)3855医療法人社団　聖心会奥村　昌明 昭47. 8. 1内   胃   外  診療所
     御前崎市塩原新田５９６－１ 常　勤:    1　奥村　昌明 こう 放   麻  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588611,018,5 医療法人社団菊川光生〒439-0031 0537(36)3221医療法人社団　菊川光松下　良伯 昭52. 9.15一般        19診療所
     会　松下産婦人科医院菊川市加茂１９９０ 常　勤:    2生会　理事長　松下　 産婦 現存
     (医       2)良伯 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589611,019,3 阿部医院 〒437-1612 0537(86)7001医療法人社団　阿部医阿部　裕和 平元. 2.15内   小   診療所
     御前崎市池新田３５４３ 常　勤:    1院　理事長　阿部裕和 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590611,020,1 篠原医院 〒437-1514 0537(73)2059医療法人社団　篠原医篠原　孝臣 昭32.10. 1内   小   他  診療所
     菊川市下平川１５０８ 常　勤:    1院　理事長　篠原　孝 現存
     (医       1)臣 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591611,021,9 阿部クリニック 〒437-1612 0537(86)7002医療法人　社団　阿部阿部　宣久 平元. 2.15胃   外   皮  診療所
     御前崎市池新田３５４３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)阿部　宣久 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592611,022,7 福地医院 〒439-0012 0537(35)3232医療法人社団正圭会　福地　正行 昭63. 4.15内   外   整外診療所
     菊川市青葉台一丁目２番地の３ 常　勤:    1理事長　福地　正行 リハ リウ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593611,023,5 小野澤医院 〒437-1604 0537(86)8070医療法人社団信静会　小野澤　守文 昭58. 8. 1内   小   外  診療所
     御前崎市佐倉１２３８ 常　勤:    1理事長　小野澤　守文 婦   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594611,026,8 木佐森医院 〒439-0006 0537-35-6633医療法人社団　ケイエ木佐森　恒介 平18. 4. 1内   循   小  診療所
     菊川市堀之内１２５７番地 常　勤:    1ムイーエス　理事長　 移動 現存
     (医       1)木佐森　恒介 平30. 4. 1
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 1595611,027,6 森岡リハビリ整形外科〒437-1302 0537-48-6611医療法人社団　正圭会森岡　庫一 平10. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     掛川市大渕１１６４２ー１ 常　勤:    1　理事長　福地　正行 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596611,028,4 医療法人社団　光輪会〒437-1301 0537-63-4363医療法人社団　光輪会徳富　真理子 平12. 5. 1内   消   アレ診療所
     　永尾医院 掛川市横須賀１４８８ 常　勤:    2　理事長　永尾　雄二 組織変更 眼   現存
     (医       2)郎 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597611,029,2 菊川耳鼻咽喉科 〒439-0031 0537-37-2511医療法人社団　あさひ加藤　賢 平14. 2.15耳い 気食 診療所
     菊川市加茂５４３３ 常　勤:    1　理事長　村上　泰 新規 現存
     (医       1) 平26. 2.15
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598611,030,0 北島クリニック 〒439-0024 0537-35-0700医療法人社団　北島ク北島　直登 平14. 5. 1内   ひ   診療所
     菊川市奈良野３９ー６ 常　勤:    2リニック　理事長　北 組織変更 現存
     (医       2)島　直登 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599611,031,8 菊川眼科 〒439-0031 0537-37-0222医療法人社団イーシー中西　雄一郎 平15. 8. 1一般         2診療所
     菊川市加茂５１３４ 常　勤:    3エス　理事長　中西　 組織変更 眼   現存
     (医       3)雄一郎 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600611,032,6 池ヶ谷内科医院 〒439-0011 0537-37-1011医療法人社団　徳樹会池ヶ谷　貴愛 平16. 1. 1内   循   診療所
     菊川市仲島２ー１ー５ 常　勤:    1　理事長　池ヶ谷　貴 組織変更 現存
     (医       1)愛 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601620,049,9 中川医院 〒436-0055 0537(24)4315中川　長生 中川　長生 昭57.11. 1皮ひ 診療所
     掛川市紺屋町４－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602620,054,9 東海クリニック 〒436-0056 0537-22-7070松浦　勉 松浦　勉 平16. 1.15皮   ひ   診療所
     掛川市中央１－４－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603620,059,8 とやま眼科 〒436-0056 0537(22)0717外山　喜一 外山　喜一 昭63. 4. 1眼   診療所
     掛川市中央１－１６－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1604620,064,8 加藤医院 〒436-0074 0537(22)2053加藤　進 加藤　進 平 4. 4. 1内   外   麻  診療所
     掛川市葛川８６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605620,066,3 キンダークリニック　〒436-0079 0537(22)2052疋田　良典 疋田　良典 平 4.11.15小   診療所
     疋田小児科医院 掛川市掛川６３４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606620,070,5 疋田医院 〒436-0093 0537(22)2611疋田　史典 疋田　史典 平 8. 5.24内   放   診療所
     掛川市連雀５ー１ 交代 現存
     平29. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607620,073,9 樋口内科 〒436-0019 0537-21-3010樋口　知之 樋口　知之 平 9.10. 1内   消   診療所
     掛川市青葉台２１ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608620,075,4 増田内科・循環器科医〒436-0068 0537-21-0200増田　尚道 増田　尚道 平12. 4. 1内   循   小  診療所
     院 掛川市御所原２５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609620,076,2 広田クリニック 〒436-0021 0537-21-2216廣田　佳行 廣田　佳行 平12.12. 1内   小   診療所
     掛川市緑ケ丘２ー２２ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610620,077,0 家代の里クリニック 〒436-0227 0537-61-3000市野　達夫 市野　達夫 平13. 3.15内   リハ 神内診療所
     掛川市家代の里２－１－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611620,079,6 はやの小児科 〒436-0012 0537-61-8005早野　紳哉 早野　紳哉 平13. 5.15小   診療所
     掛川市上内田１２７５ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612620,080,4 足立耳鼻科クリニック〒436-0058 0537-61-7100足立　昌彦 足立　昌彦 平14. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     掛川市七日町６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613620,081,2 メンタルクリニック掛〒436-0028 0537-21-2107村主　博史 村主　博史 平14.12. 1神   精   心内診療所
     川 掛川市亀の甲１－１９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614620,084,6 中島内科医院 〒436-0056 0537(22)6819中島　洋 中島　洋 平16. 1. 1内   小   消  診療所
     掛川市中央１丁目１２の１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
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 1615621,006,8 川口会病院 〒436-0043 0537(22)4178医療法人（社団）川口宮坂　佳幸 昭43. 6. 1精神       220病院
     掛川市大池６８０ 常　勤:    6会　理事長　田上　和 精   神   神内現存
     (医       5) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      18)
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616621,007,6 医療法人好生会　小笠〒436-0033 0537(22)2288医療法人好生会　三浦鈴木　勝昭 昭43. 9. 1精神       210病院
     病院 掛川市篠場７０８ 常　勤:    6　一也 精   神   現存
     (医       5) 平28. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医       7)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617621,008,4 一般社団法人　小笠医〒436-0068 0537(23)2251一般社団法人　小笠医山崎　慶介 昭47. 6. 1内   小   外  診療所
     師会立　掛川医療セン掛川市御所原９番２号 常　勤:    6師会　会長　加藤　進 整外 皮   婦  現存
     ター (医       6) 平28.10.15眼   耳い 
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618621,009,2 きたはらクリニック 〒436-0075 0537(22)3062医療法人社団順仁会　北原　圭一郎 昭55. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     掛川市仁藤町１－６ 常　勤:    2理事長　北原　敏行 外   リウ 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619621,010,0 掛川産婦人科小児科ク〒436-0028 0537(24)6111医療法人社団郁淳会　早野　雄二郎 昭61. 4. 1一般        19診療所
     リニック 掛川市亀の甲２－２３－１５ 常　勤:    1理事長　早野　斉 小   産婦 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620621,011,8 三浦医院 〒436-0036 0537-22-3645医療法人社団掛川　三三浦　律男 昭42. 9. 1内   胃   消  診療所
     掛川市原川１３－２ 常　勤:    1浦医院　理事長　三浦 小   外   整外現存
     (医       1)　律男 平28. 5. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621621,012,6 耳鼻咽喉科村上医院 〒436-0056 0537(22)3217医療法人　社団　あさ村上　作之 平 6.11. 1一般         6診療所
     掛川市中央１－９ー１ 常　勤:    2ひ　理事長　村上　泰 移動 耳い 気食 麻  現存
     (医       2) 平24.11. 1内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1622621,014,2 岡田医院 〒436-0065 0537(24)1261医療法人社団　芳心会岡田　裕美子 昭45. 4. 1内   胃   外  診療所
     掛川市天王町５０ 常　勤:    2　理事長　岡田　進 整外 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623621,016,7 伊達医院 〒436-0085 0537(22)3009医療法人社団　杏倫会伊達　靖 昭32.10. 1療養        15診療所
     掛川市成滝５２２番地 常　勤:    2　理事長　伊達　靖 一般         2現存
     (医       2) 平29.10. 1内   小   外  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624621,017,5 坂本整形外科 〒436-0025 0537(23)2255医療法人社団茗山会　原　律人 昭63. 7.15一般         2診療所
     掛川市下俣６９－１７ 常　勤:    1理事長　原　律人 整外 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625621,018,3 医療法人社団　増山医〒436-0025 0537-22-3308医療法人社団　増山医増山　克 平 7. 7. 1内   胃   外  診療所
     院 掛川市下俣１０８５ 常　勤:    2院　理事長　増山　克 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626621,019,1 宇野内科医院 〒436-0222 0537(24)3511医療法人社団　宇野会宇野　浩之 平 8. 1. 1外   内   他  診療所
     掛川市下垂木２１４０－５ 常　勤:    1　理事長　宇野　浩之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627621,020,9 医療法人社団紫陽会　〒436-0088 0537(22)0433医療法人社団　紫陽会池谷　満 平 8. 1. 1内   小   診療所
     池谷医院 掛川市葛ケ丘２丁目１０番地の１常　勤:    1　理事長　池谷　満 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628621,022,5 桜木レディースクリニ〒436-0224 0537-22-8756医療法人社団　幸産会松浦　俊一 平10. 9. 1一般        10診療所
     ック 掛川市富部７８２ー１ 常　勤:    1　理事長　松浦　俊一 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629621,023,3 はっとり内科 〒436-0224 0537-23-3070医療法人社団　はっと服部　忠和 平10. 9. 1内   診療所
     掛川市富部６５０ー２ 常　勤:    1り内科　理事長　服部 組織変更 現存
     (医       1)忠和 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630621,024,1 さち皮ふ科クリニック〒436-0224 0537-21-7700医療法人社団　さち皮佐地　良文 平12. 4. 1皮   診療所
     掛川市富部６５０ー１ 常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　佐地　良文 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1631621,025,8 医療法人社団綾和会　〒436-0222 0537(62)3111医療法人社団綾和会　野坂　健次郎 平12. 6. 1療養       100病院
     掛川北病院 掛川市下垂木３３５０番地 常　勤:    7理事長　横田　通夫 新規 介護       100現存
     (医       5) 平30. 6. 1内   リハ 
     (薬       2)
     非常勤:   81
     (医      81)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632621,026,6 長生堂眼科医院 〒436-0015 0537-21-0881医療法人社団　長生堂鈴木　康意 平14. 8. 1眼   診療所
     掛川市和田９８ー２ 常　勤:    2眼科医院　理事長　鈴 組織変更 現存
     (医       2)木　康意 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633621,027,4 八神クリニック 〒436-0342 0537-62-1300医療法人社団　八神ク八神　博史 平16. 4. 1一般        17診療所
     掛川市上西郷２３９ー１ 常　勤:    2リニック　理事長　八 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)神　博史 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634621,028,2 掛川共立クリニック 〒436-0020 0537-61-5511医療法人社団偕翔会　梶谷　雅春 平16.11. 1他   診療所
     掛川市矢崎町２－３ 常　勤:    2理事長　堀川　和裕 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635621,029,0 医療法人社団アツミ　〒436-0020 0537-62-1234医療法人社団　アツミ山梨　晃裕 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     あつみクリニック 掛川市矢崎町３－４ 常　勤:    2　理事長　渥美　公勢 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636630,037,2 小泉医院 〒437-0625 0539(85)0115小泉　三千象 小泉　三千象 昭55. 9. 1内   循   小  診療所
     浜松市天竜区春野町堀之内９８４常　勤:    2 外   現存
     ～２ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637630,039,8 仁成堂　小澤医院 〒437-0625 0539-85-0034小澤　靖 小澤　靖 昭57. 7. 1内   外   皮ひ診療所
     浜松市天竜区春野町堀之内１１番常　勤:    1 ひ   現存
     地 (医       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638630,042,2 春野診療所 〒437-0616 0539(86)0034小林　拓 小林　拓 平 5. 1. 1内   小   外  診療所
     浜松市天竜区春野町田黒９８－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   186 頁

 1639630,045,5 浅倉医院 〒437-0605 0539(89)0507五十嵐　正広 五十嵐　正広 平 6. 6. 1内   神内 消  診療所
     浜松市天竜区春野町気田１０４０常　勤:    1 現存
     番地の２ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640630,046,3 山﨑医院 〒437-0211 0538-85-3034山﨑　玉仁 山﨑　玉仁 平 7. 7. 1内   小   診療所
     周智郡森町城下６２３ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641630,049,7 岩谷医院 〒437-0215 0538(85)0554岩谷　信行 岩谷　信行 平13. 4. 1内   外   リハ診療所
     周智郡森町森１７２１番－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642630,050,5 西村医院 〒437-0223 0538-49-5060西村　欣也 西村　欣也 平17. 4. 1内   循   診療所
     周智郡森町中川３６０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643631,008,2 公立森町病院 〒437-0214 0538(85)2181静岡県周智郡森町　森中村　昌樹 平 9. 3.21一般       131病院
     (631,008,8) 周智郡森町草ケ谷３９１－１ 常　勤:   19町長　太田　康雄 移動 内   外   他  現存
     (医      13) 平30. 3.21整外 小   皮  
     (歯       1) ひ   眼   耳い
     (薬       5) 歯外 リハ 麻  
     非常勤:   49 精   
     (医      47) 肛門外科
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644631,010,8 小林医院 〒437-0222 0538-85-5580医療法人社団　宏真会小林　康宏 平14. 1. 1内   外   診療所
     周智郡森町飯田３０６８－６３ 常　勤:    1　理事長　小林　康宏 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645631,011,6 森の家クリニック 〒437-0215 0538-84-4846医療法人社団　エスデ家城　真理 平19. 1. 1内   整外 外  診療所
     周智郡森町森１５６２－１ 常　勤:    1ィワイ　理事長　家城 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　真理 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646631,012,4 医療法人社団則天会　〒437-0221 0538-85-1810医療法人社団　則天会油谷　幸夫 平21.10. 1内   外   診療所
     松ヶ谷診療所 周智郡森町円田字松ヶ谷１２９７常　勤:    1　理事長　油谷　幸夫 新規 現存
     －１ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1647631,013,2 森町家庭医療クリニッ〒437-0214 0538-85-1340静岡県周智郡森町　森堀江　典克 平23.12. 1内   心内 小  診療所
     ク 周智郡森町草ケ谷３８７－１ 常　勤:    2町町長　太田　康雄 新規 外   整外 精  現存
     (医       2) 平29.12. 1産婦 皮   
     非常勤:   13
     (医      12)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648640,047,9 坂口医院 〒437-0061 0538(42)3423坂口　潤子 坂口　潤子 昭64. 1. 1内   小   診療所
     袋井市久能１５１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649640,055,2 笠原産婦人科医院 〒437-0016 0538(42)3616笠原　孝之 笠原　孝之 平 6. 1. 1一般         8診療所
     袋井市葵町１丁目７番地の１ 常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650640,056,0 いしづか小児科・内科〒437-0125 0538-49-2099石塚　了士 石塚　了士 平 7. 7. 1内   小   診療所
     クリニック 袋井市上山梨三丁目１４番地の２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651640,060,2 城所医院 〒437-0021 0538-44-2323城所　龍一 城所　龍一 平11. 4.15内   消   診療所
     袋井市広岡１４６３ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652641,004,9 清水医院 〒437-0026 0538(42)3600医療法人社団思誠会　清水　敏彰 昭53. 7. 1内   小   産婦診療所
     袋井市袋井３０６ 常　勤:    2理事長　清水　敏彰 耳い 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653641,006,4 永田内科・消化器科医〒437-0064 0538(43)2355医療法人社団健誠会　永田　成治 昭62. 4.15内   消   診療所
     院 袋井市川井８５６ー９ 常　勤:    1永田内科・消化器科医 現存
     (医       1)院　理事長　永田　成 平28. 5. 1
     治
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654641,007,2 大草皮膚科 〒437-0012 0538(42)3528医療法人社団大草会　大草　康弘 昭32.11. 1内   小   形外診療所
     袋井市国本２００９番地の１ 常　勤:    1理事長　大草　康弘 皮   アレ 性  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655641,009,8 医療法人社団福壽会　〒437-0047 0538(43)1231医療法人社団　福壽会川田　和秀 平元.12.15外   ひ   内  診療所
     みつはし医院 袋井市西田２０番地の１ 常　勤:    4　理事長　三 　孝 現存
     (医       4) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1656641,010,6 三木小児科医院 〒437-0062 0538(43)3797医療法人　社団　泉仁三木　純 昭53.12. 1小外 小   診療所
     袋井市泉町１丁目７番地５ 常　勤:    2会　理事長　三木　純 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657641,012,2 宮嶋耳鼻咽喉科 〒437-0065 0538(43)7110医療法人社団ちひろ会宮嶋　佳世子 平 3. 9. 1耳   い   診療所
     袋井市堀越２丁目８番地の５ 常　勤:    1　理事長　宮嶋　佳世 現存
     (医       1)子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658641,013,0 渡辺整形外科 〒437-0065 0538(43)7111医療法人社団　万世会渡邊　勝典 平 4. 3. 1外   整外 リハ診療所
     袋井市堀越３丁目８番地の８ 常　勤:    1　理事長　渡邊　勝典 リウ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659641,014,8 栗田眼科医院 〒437-0013 0538(43)0120医療法人社団　明山会栗田　邦雄 昭63.12. 1一般         2診療所
     袋井市新屋３丁目１番地の１３ 常　勤:    1　理事長　栗田　邦雄 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660641,015,5 神谷医院 〒437-1312 0538(23)4019医療法人社団　純翔会神谷　純 昭60. 4. 1内   循   診療所
     袋井市岡崎２３６９番地の１ 常　勤:    2　理事長　神谷　純 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661641,016,3 医療法人社団八洲会　〒437-0004 0538(49)2211医療法人社団　八洲会花園　公彦 平 7. 1. 1介護        55病院
     袋井みつかわ病院 袋井市友永１１１１ 常　勤:    3　理事長　新村　哲也 新規 療養       205現存
     (医       3) 平28. 1. 1内   リハ 
     非常勤:   49
     (医      45)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662641,018,9 河野内科医院 〒437-0022 0538(42)2277医療法人社団　里仁会河野　一広 平 8. 4. 1内   小   放  診療所
     袋井市方丈３－７－９ 常　勤:    1　理事長　河野　一広 組織変更 呼   循   消  現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663641,019,7 山名診療所 〒437-0122 0538(49)1331医療法人社団山名会　藤井　一彦 平 9. 2. 1内   循   消  診療所
     袋井市春岡５８８番地の１ 常　勤:    3理事長　藤井　一彦 組織変更 リウ 現存
     (医       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664641,020,5 井原外科医院 〒437-0024 0538(42)5601医療法人社団　昭和会井原　祐治 平 9. 3. 1外   胃   内  診療所
     袋井市三門町９－１９ 常　勤:    2　理事長　井原　祐治 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665641,021,3 森下整形外科 〒437-0123 0538-49-3311医療法人社団　ふくし森下　浩治 平11. 8. 1外   整外 リハ診療所
     袋井市下山梨２ー１４ー８ 常　勤:    1会　理事長　森下浩治 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1666641,022,1 諸井医院 〒437-0065 0538-43-8611医療法人社団　将聖会諸井　進一郎 平12. 8. 1内   小   診療所
     袋井市堀越３ー８－５ 常　勤:    1　理事長　諸井　進一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667641,023,9 小野クリニック 〒437-0065 0538-43-9833医療法人社団　小野ク小野　七生 平14. 4. 1内   呼内 他  診療所
     袋井市堀越２丁目８－７ 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 消化器内科、糖現存
     (医       1)野　七生 平26. 4. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668641,025,4 志村内科医院 〒437-0061 0538-44-1159医療法人社団　優志会志村　昌大 平17. 1. 1内   呼   小  診療所
     袋井市久能１９７３－３ 常　勤:    1　理事長志村　昌大 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669641,026,2 せきづか皮ふ科 〒437-0061 0538-41-0011医療法人社団　晴香　關塚　敏之 平17. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     袋井市久能１９７３－１ 常　勤:    1理事長　關塚　敏之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670650,029,4 市川医院 〒431-3303 0539(25)3375市川　伊佐夫 市川　伊佐夫 昭52. 1. 1内   診療所
     浜松市天竜区山東４３００の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671650,039,3 守田内科消化器科医院〒431-3314 0539(25)2248守田　政彦 守田　政彦 平 8. 5. 1内   消   小  診療所
     浜松市天竜区二俣町二俣１３８８常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672650,041,9 二俣医院 〒431-3314 0539(25)3328齋藤　了一 齋藤　了一 平10. 7. 3一般         9診療所
     浜松市天竜区二俣町二俣１２５９常　勤:    1 交代 内   小   放  現存
     (医       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673650,042,7 あたご診療所 〒431-3532 053-973-3911上野山　庄一 上野山　庄一 平15. 4.15内   外   小  診療所
     浜松市天竜区西藤平１５２７－５常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674651,003,8 天竜厚生会診療所 〒431-3423 053-583-1181社会福祉法人天竜厚生吉田　脩一 平 9. 9.29一般        19診療所
     (651,002,6) 浜松市天竜区渡ケ島２２１ 常　勤:    2会　理事長　山本　た 移動 内   精   消  現存
     (医       2)つ子 平24. 9.29外   整外 皮  
     非常勤:   22 婦   眼   リハ
     (医      20) 歯   小歯 歯外
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675651,004,6 浜松市天竜休日救急診〒431-3314 0539(22)0075浜松市長　鈴木　康友吉田　達也 昭54.10.15内   小   診療所
     療所 浜松市天竜区二俣町二俣５３０番常　勤:    3 現存
     地の１８ (医       3) 平24.10.15
     非常勤:    8
     (医       8)
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 1676651,006,1 医療法人弘遠会　天竜〒431-3314 0539(25)8111医療法人弘遠会　理事田中　弦 平 6.12. 1療養       220病院
     すずかけ病院 浜松市天竜区二俣町二俣２３９６常　勤:    5長　竹下　力 内   リハ 現存
     －５６ (医       4) 平27.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677651,007,9 天竜こども医院 〒431-3311 0539-25-3633医療法人社団　回天会太田　邦明 平 8. 1. 1小   診療所
     浜松市天竜区二俣町阿蔵１３７－常　勤:    1　理事長　太田　邦明 組織変更 現存
     １９ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678651,008,7 医療法人社団象先堂　〒431-3314 0539-25-1899医療法人社団　象先堂鈴木　均 平10. 4. 1内   消   小  診療所
     鈴木医院 浜松市天竜区二俣町二俣９１番１常　勤:    1　鈴木医院　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)鈴木　均 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679651,009,5 ひろ整形外科 〒431-3314 0539-25-2434医療法人社団　東順会間渕　啓一 平15. 2. 1整外 外   麻  診療所
     浜松市天竜区二俣町二俣１４９１常　勤:    1　ひろ整形外科　理事 移動 リハ 現存
     (医       1)長　間渕啓一 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680651,010,3 てんりゅう耳鼻科皮フ〒431-3314 0539-25-1888医療法人社団　博音会武井　藍子 平11. 8. 1耳い 皮   アレ診療所
     科クリニック 浜松市天竜区二俣町二俣９５８ 常　勤:    2　理事長　中島　仁 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681651,011,1 ひりゅうクリニック 〒431-3311 053-922-0366医療法人社団　福壽会福田　健 平16.12. 1ひ   診療所
     浜松市天竜区二俣町阿蔵３０４－常　勤:    1　理事長　三 　孝 新規 現存
     ９ (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682660,093,8 高安産婦人科内科医院〒438-0218 0538(66)2305高安　淳司 高安　淳司 昭32.11. 1内   産婦 診療所
     磐田市中平松４０２－２番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683660,107,6 高橋医院 〒438-0234 0538(66)2455高橋　淳司 高橋　淳司 昭50. 1. 1内   小   診療所
     磐田市掛塚７５５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684660,125,8 富士ケ丘内科 〒438-0802 0538(35)6611大石　英俊 大石　英俊 昭60. 8. 1一般        19診療所
     磐田市東原１６７－４ 常　勤:    1 内   神内 消  現存
     (医       1) 平24. 8. 1循   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1685660,128,2 田上診療所 〒437-1203 0538(55)4625田上　誠二 田上　誠二 昭62. 4.13内   小   診療所
     磐田市福田１４９４－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686660,133,2 小池内科医院 〒437-1205 0538-58-1800小池　和夫 小池　和夫 昭63.10.15内   小   リハ診療所
     磐田市下太３３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687660,136,5 しらいし眼科 〒438-0113 0539(62)6000白石　容子 白石　容子 平 4. 4. 1眼   診療所
     磐田市新開９４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688660,143,1 耳鼻咽喉科やすはら医〒438-0816 0538-37-3387安原　秋夫 安原　秋夫 平 7.10. 1耳い 診療所
     院 磐田市宮之一色８２２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689660,146,4 ペインクリニック山城〒438-0833 0538-33-2033山城　廣明 山城　廣明 平22. 3. 1麻   整外 リハ診療所
     磐田市弥藤太島５３４－１ 常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690660,147,2 よしだ眼科医院 〒437-1203 0538-58-3838吉田　泰弘 吉田　泰弘 平 9. 8. 1眼   診療所
     磐田市福田２４８０ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691660,148,0 かげやまクリニック 〒438-0807 0538-38-5800影山　貴一 影山　貴一 平10. 2. 1内   消   リハ診療所
     磐田市富里３９ー２ 常　勤:    1 新規 放   小   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692660,150,6 はかまた内科医院 〒438-0804 0538-21-0080袴田　睦 袴田　睦 平11. 2. 1内   診療所
     磐田市加茂１１８４ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693660,153,0 森下医院 〒438-0231 0538-66-0088森下　剛秀 森下　剛秀 平11.10. 1内   循   小  診療所
     磐田市豊岡５１３１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694660,154,8 森クリニック 〒438-0814 0538-39-2211森　隆 森　隆 平12.11. 1胃   こう 内  診療所
     磐田市気子島字打開１３７１ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695660,155,5 せきおか整形外科 〒438-0235 0538-66-0026關岡　雄二 關岡　雄二 平23.11. 1整外 リハ リウ診療所
     磐田市白羽５９１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 1696660,156,3 夏目整形外科 〒438-0804 0538-36-6600夏目　徹 夏目　徹 平14. 4.15整外 リハ リウ診療所
     磐田市加茂９１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697661,011,9 浜松市国民健康保険　〒431-3902 0539(64)0100浜松市長　鈴木　康友森下　杏早 昭33. 6.16内   外   整外診療所
     佐久間病院附属山香診浜松市天竜区佐久間町大井２４２常　勤:    9 小   現存
     療所 １の２ (医       9) 平30. 6.16
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698661,012,7 浜松市国民健康保険　〒431-3906 0539-67-3320浜松市長　鈴木　康友伊藤　和康 平17. 6. 1内   外   整外診療所
     佐久間病院附属浦川診浜松市天竜区佐久間町浦川２９１常　勤:    4 移動 小   現存
     療所 ５－１ (医       4) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699661,013,5 浜松市国民健康保険佐〒431-3908 0539(65)0054静岡県浜松市　浜松市三枝　智宏 平16. 6. 1一般 病院
     久間病院 浜松市天竜区佐久間町中部１８－常　勤:    6長　鈴木　康友 移動     一般    36現存
     ５ (医       4) 平28. 6. 1療養
     (薬       2)     療養    12
     非常勤:    6 一般
     (医       6)     感染     4
     介護
         療養     8
     内   外   整外
     小   眼   リハ
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700661,015,0 亀井内科 〒431-4101 0539(87)0363医療法人社団悦慈会　亀井　健 昭35. 7.30内   小   診療所
     浜松市天竜区水窪町奥領家３３３常　勤:    2理事長　亀井　健 現存
     ０ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701661,017,6 浅羽医院 〒437-1101 0538(23)6320医療法人社団　宏仁会德永　宏司 平21. 3. 1内   消   診療所
     袋井市浅羽１７６７－１ 常　勤:    2　理事長　德永宏司 移動 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702661,019,2 日野産婦人科歯科医院〒438-0816 0538(37)0136医療法人社団豊和会　日野　和雄 昭58. 1. 1一般        17診療所
     (691,007,7) 磐田市宮之一色８１７ 常　勤:    2日野産婦人科医院　日 産婦 内   歯  現存
     (医       1)野　和雄 平27.12. 1小歯 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1703661,020,0 医療法人社団健勝会　〒431-4101 0539(87)0014医療法人社団健勝会　鈴木　勝彦 昭61. 2. 1一般         9診療所
     鈴木診療院 浜松市天竜区水窪町奥領家２６３常　勤:    2鈴木診療院　理事長　 内   外   小  現存
     ２番地の２の１ (医       2)鈴木　勝彦 平28. 8. 1放   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704661,021,8 杉山整形外科医院 〒438-0203 0538(66)6057医療法人社団　海聖会杉山　義弘 昭56. 4.15一般         7診療所
     磐田市平間１２７４－１１３ 常　勤:    1　理事長　杉山　義弘 療養         8現存
     (医       1) 平29. 1. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705661,022,6 徳永医院 〒437-1114 0538-23-2017医療法人社団　仁誠会徳永　忠司 昭55. 3.15内   消   小  診療所
     袋井市西同笠１４９－１ 常　勤:    1　理事長　徳永　忠司 皮   リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706661,025,9 岩本外科医院 〒437-1121 0538(23)6766医療法人社団医誠会　岩本　寛人 平 7. 1. 1胃   外   整外診療所
     袋井市諸井１１５４－１ 常　勤:    2理事長　岩本　寛人 組織変更 こう 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707661,026,7 医療法人社団木野記念〒437-1216 0538(58)1175医療法人社団　木野記森　則夫 平 7. 1. 1精神       141病院
     会　福田西病院 磐田市一色２２ 常　勤:    6念会　理事長　森　則 組織変更 精   神   現存
     (医       5)夫 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708661,028,3 おおつ内科・小児科 〒438-0205 0538(66)1177医療法人社団竜洋　お大津　敏昭 平 7. 5. 1内   小   リハ診療所
     磐田市堀之内１３９９－２ 常　勤:    1おつ内科・小児科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　大津　敏昭 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709661,029,1 医療法人社団　エバー〒438-0113 0539(62)5555医療法人社団エバーグ石坂　恭一 平 8. 1. 1内   小   リハ診療所
     グリーン　いしざかク磐田市新開９４６ 常　勤:    1リーン　理事長　石坂 組織変更 他   現存
     リニック (医       1)　恭一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710661,031,7 大橋医院 〒437-1202 0538-58-1818医療法人社団　信和会大橋　和史 平 8. 9. 1内   診療所
     磐田市豊浜３０３０ー１２ 常　勤:    1　大橋　和史 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711661,032,5 山﨑医院 〒438-0236 0538-66-2456医療法人社団　山﨑医山﨑　晃 平 9. 1. 1内   呼   小  診療所
     磐田市十郎島６ー１ー２ 常　勤:    1院　理事長　山﨑　晃 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712661,033,3 いちかわ医院 〒437-1101 0538(23)8888医療法人社団　明悠会市川　正美 平10. 7. 1内   消   小  診療所
     袋井市浅羽１２４５－１ 常　勤:    1　理事長　市川　正美 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 1713661,034,1 龍山診療所 〒431-3803 0539-69-0034社会福祉法人天竜厚生若林　宏和 平11. 5. 6内   小   外  診療所
     浜松市天竜区龍山町戸倉７１１ー常　勤:    3会　理事長　山本　た 交代 現存
     ２ (医       3)つ子 平29. 5. 6
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714661,035,8 本田クリニック 〒437-1204 0538-58-3115医療法人社団　岷江本本田　仁 平12. 1. 1内   小   神内診療所
     磐田市福田中島２７３ー１ 常　勤:    1田クリニック　理事長 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　本田　仁 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715661,036,6 豊田えいせい病院 〒438-0838 0538(34)6110医療法人社団　恵成会姫野　一成 平12. 4.15療養       180病院
     磐田市小立野１０２番地 常　勤:    5　理事長　姫野　一成 新規 内   呼内 整外現存
     (医       3) 平30. 4.15リハ 皮   他  
     (薬       2) 消化器内科
     非常勤:   58
     (医      56)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716661,037,4 石川皮ふ科医院 〒438-0816 0538-36-1112医療法人社団優藤会　石川　武人 平12. 7. 1皮   診療所
     磐田市宮之一色８７０ー１ 常　勤:    1理事長　石川　武人 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717661,038,2 豊田診療所 〒438-0808 0538(32)2084医療法人社団　翔遙会屋田　爲夫 平14. 1. 1内   小   診療所
     磐田市豊田３２７番地 常　勤:    1　理事長　杉本　千佳 組織変更 休止
     (医       1)子 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718661,039,0 豊田ハートクリニック〒438-0821 0538-31-0810医療法人社団翔遙会　杉本　千佳子 平14. 6. 1内   循   診療所
     磐田市立野２０１３－１０ 常　勤:    1理事長　杉本　千佳子 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719661,040,8 医療法人社団澄明会　〒438-0814 0538-39-6770医療法人社団　澄明会朝比奈　紀久雄 平14. 9. 1療養       100病院
     磐南中央病院 磐田市気子島９７８番地 常　勤:    2　理事長　朝比奈　紀 新規 内   リハ 現存
     (医       1)久雄 平26. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:  145
     (医     144)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1720661,041,6 ますいこどもクリニッ〒438-0821 0538-21-0808医療法人社団四ツ葉会増井　博行 平14. 9. 1小   診療所
     ク 磐田市立野５０５ー１ 常　勤:    1　理事長　増井　博行 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721661,042,4 医療法人暢生堂　竜洋〒438-0231 0538-59-2111医療法人暢生堂　理事佐藤　敦 平15. 9.15ひ   診療所
     クリニック 磐田市豊岡金洗５１３５－１ 常　勤:    1長　蟹本　雄右 新規 現存
     (医       1) 平27. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722670,058,9 上杉内科医院 〒438-0078 0538(32)2446上杉　卓 上杉　卓 平17. 7. 8内   診療所
     磐田市中泉３２２－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723670,080,3 小坂整形外科・外科 〒438-0078 0538(32)6433小坂　道夫 小坂　道夫 昭57. 9. 6神内 外   整外診療所
     磐田市中泉田町１３６０－１ 常　勤:    1 形外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724670,084,5 金田内科医院 〒438-0084 0538-37-3001金田　隆樹 金田　隆樹 昭59. 4. 1内   呼   消  診療所
     磐田市城之崎２丁目６の１番地 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725670,089,4 おおわら内科 〒438-0043 0538-34-1114木佐森　茂樹 木佐森　茂樹 昭63.10.15内   小   リウ診療所
     磐田市大原１４１１ 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726670,094,4 福田眼科 〒438-0084 0538(36)5222福田　馨 福田　馨 平 4. 4.15眼   診療所
     磐田市城之崎３丁目４－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727670,102,5 河合整形外科 〒438-0051 0538-32-0102河合　武司 河合　武司 平 7. 8.15整外 リハ 診療所
     磐田市上大之郷２９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728670,104,1 木佐森医院 〒438-0077 0538-32-2555木佐森　正樹 木佐森　正樹 平12. 4. 1内   小   診療所
     磐田市国府台５５ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729670,106,6 サーク　クリニック 〒438-0074 0538-33-8080小栗　孟 小栗　孟 平 8.12.15外   内   循  診療所
     磐田市二之宮浅間２番地１５ 常　勤:    1 新規 胃   リハ こう現存
     (医       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730670,108,2 福永小児科内科クリニ〒438-0057 0538-35-3231福永　研 福永　研 平11. 9. 1内   胃   小  診療所
     ック 磐田市千手堂９５１ 常　勤:    2 新規 小外 耳い 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
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 1731670,110,8 とものクリニック 〒438-0078 0538-39-3220伴野　仁 伴野　仁 平16. 9.15外   内   消  診療所
     磐田市中泉御殿２２７０－８ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732671,006,7 磐田市立総合病院 〒438-8550 0538-38-5032静岡県磐田市　磐田市鈴木　昌八 平10. 5. 6一般       498病院
     (671,003,0) 磐田市大久保５１２－３ 常　勤:  142長　渡部　修 移動 一般（感染） 現存
     (医     135) 平28. 5. 6    感染     2
     (歯       6) 内   精   神内
     (薬       1) 小   外   整外
     非常勤:   39 形外 脳外 呼外
     (医      38) 皮   ひ   産婦
     (歯       1) 眼   耳い 麻  
     リウ 歯外 他  
     小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733671,007,5 磐田市急患センター 〒438-0051 0538-32-5267磐田市　磐田市長　渡本田　仁 平25. 3.21内   小   外  診療所
     磐田市上大之郷５１ 常　勤:    2部　修 移動 現存
     (医       2) 平25. 3.21
     非常勤:  247
     (医     153)
     (薬      94)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734671,008,3 ヤマハ発動機株式会社〒438-0025 0538-37-4471ヤマハ発動機　株式会内野　文吾 昭63.11. 1内   診療所
     　本社診療所 磐田市新貝２５００ 常　勤:    3社　代表取締役社長　 現存
     (医       3)柳　弘之 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735671,009,1 上岡田内科小児科医院〒438-0045 0538(32)7300医療法人社団龍光会上小澤　龍司 昭61.11. 1内   小   診療所
     磐田市上岡田７５２－４ 常　勤:    1岡田内科小児科医院　 現存
     (医       1)理事長　小澤　龍司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736671,010,9 さくらクリニック 〒438-0077 0538(32)2384医療法人社団愛慈会　鈴木　大介 平16. 5. 1内   小   診療所
     磐田市国府台１００－１ 常　勤:    2理事長　鈴木　大介 移動 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737671,011,7 三上内科小児科医院 〒438-0038 0538(37)0802医療法人社団いわた皐三上　慈郎 昭58. 5. 1内   小   アレ診療所
     磐田市鎌田８６５番地の２ 常　勤:    2月会　理事長　三上　 現存
     (医       2)慈郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738671,012,5 青島眼科 〒438-0078 0538-32-2356医療法人社団　青島眼青島　周明 平25.10. 1眼   診療所
     磐田市中泉１３６３－４ 常　勤:    2科　理事長　青島　周 移動 現存
     (医       2)明 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1739671,013,3 耳鼻咽喉科気管食道科〒438-0073 0538(34)3387医療法人社団耳鼻咽喉平井　滋夫 平 8. 7. 1耳い 気食 診療所
     　山下医院 磐田市二之宮東１９ー６ 常　勤:    2科気管食道科山下医院 移動 現存
     (医       2)　理事長　平井　滋夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740671,014,1 和田整形外科　外科医〒438-0083 0538(36)1177医療法人社団新和会　和田　充弘 昭57. 3.15外   整外 リハ診療所
     院 磐田市富士見町１丁目１１番地の常　勤:    1理事長　和田　充弘 現存
     １３ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741671,015,8 渡辺皮膚科医院 〒438-0077 0538-32-1513医療法人社団石筍会　渡辺　規矩夫 平26. 4. 1皮   診療所
     磐田市国府台１－２ 常　勤:    2渡辺医院　理事長　渡 移動 現存
     (医       2)辺　規矩夫 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742671,017,4 内科胃腸科岡田医院 〒438-0078 0538(37)1075医療法人社団岡田医院岡田　千曲 昭58. 5. 1内   胃   診療所
     磐田市中泉２４０６－２ 常　勤:    1　理事長　岡田　千曲 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743671,018,2 横地内科消化器科医院〒438-0026 0538(36)3666医療法人社団　将和会横地　眞 平17. 9. 1内   消   診療所
     磐田市西貝塚２２４２－１ 常　勤:    1　理事長　横地　眞 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744671,019,0 鈴木内科 〒438-0066 0538-37-0607医療法人社団千寿会　鈴木　恒夫 平28.12. 1内   診療所
     磐田市白拍子４４－１１ 常　勤:    2理事長　鈴木　恒夫 移動 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745671,020,8 医療法人社団進正会　〒438-0026 0538(32)7121医療法人社団　進正会山名　純一 平 7. 1. 1精神       171病院
     服部病院 磐田市西貝塚３７８１－２ 常　勤:    8　山名　純一 組織変更 内   精   神  現存
     (医       8) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746671,021,6 国府台整形外科 〒438-0077 0538(35)5215医療法人　社団　国府鈴木　大輔 平 7. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     磐田市国府台４１－３２ 常　勤:    2台整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)鈴木　大輔 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747671,022,4 ＮＴＮ株式会社磐田製〒438-0037 0538-37-8027ＮＴＮ株式会社　代表滝浪　美乃 平 7. 5.15内   外   診療所
     作所健康管理室 磐田市東貝塚１５７８ 常　勤:    2取締役社長　大久保　 新規 現存
     (医       2)博司 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1748671,023,2 藤井マタニティクリニ〒438-0026 0538(36)3541医療法人社団　ティ・藤井　俊朗 平 7. 8. 1産   婦   診療所
     ック 磐田市西貝塚２２５１番地 常　勤:    1エス・ティ会　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　藤井　俊朗 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749671,024,0 磐田メイツクリニック〒438-0043 0538-33-0248医療法人社団三遠メデ松田　秀一 平22. 6.27内   他   診療所
     磐田市大原７０５－１ 常　勤:    1ィメイツ　理事長　小 移動 現存
     (医       1)池　茂文 平28. 6.27
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750671,025,7 北原医院 〒438-0074 0538(32)2340医療法人社団　はやせ北原　大文 平13. 8. 1内   小   診療所
     磐田市二之宮浅間６番地１１ 常　勤:    1会　理事長　北原　大 移動 現存
     (医       1)文 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751671,027,3 伊藤医院 〒438-0086 0538(32)5812医療法人社団　伊藤医伊藤　基 平 8. 1. 1内   消   小  診療所
     磐田市見付２３４８の２ 常　勤:    1院　理事長　伊藤　基 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752671,028,1 水谷皮膚科 〒438-0017 0538(37)7787医療法人　社団　宏穂水谷　宏一 平 9. 8. 1皮   診療所
     磐田市安久路２ー２ー４ 常　勤:    2会　理事長　水谷　宏 組織変更 現存
     (医       2)一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753671,029,9 中嶋小児科医院 〒438-0002 0538(38)3111医療法人社団フレック中嶋　成剛 平10. 5. 1小   診療所
     磐田市大久保４９－２ 常　勤:    1ス　理事長　中嶋　成 組織変更 現存
     (医       1)剛 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754671,030,7 田中医院 〒438-0086 0538(32)2321医療法人社団　田中医田中　諭 平11. 2. 1内   小   診療所
     磐田市見付２９０９ー１ 常　勤:    2院　理事長　田中　諭 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755671,031,5 青島循環器科・内科医〒438-0078 0538-33-0117医療法人社団　広祐会青島　重幸 平11. 5. 1内   循   診療所
     院 磐田市中泉１４８１ー３ 常　勤:    1　理事長　青島重幸 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756671,032,3 髙安整形外科クリニッ〒438-0026 0538-33-5700医療法人社団　髙安整髙安　亨 平14. 2. 1外   整外 リハ診療所
     ク 磐田市西貝塚２２４３ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 リウ 現存
     (医       1)事長　髙安　亨 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1757671,033,1 すずかけヘルスケアホ〒438-0043 0538-21-3511医療法人　弘遠会　理久野　智彦 平15. 6. 1療養       160病院
     スピタル 磐田市大原２０４２－４ 常　勤:    7事長　竹下　力 新規 内   整外 脳外現存
     (医       4) 平27. 6. 1リハ リウ 
     (薬       3)
     非常勤:   30
     (医      28)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758671,034,9 山下クリニック 〒438-0078 0538-39-2770医療法人社団倫誠会　山下　冬樹 平16. 8.15内   眼   診療所
     磐田市中泉二丁目１－５ 常　勤:    2理事長　山下　冬樹 新規 現存
     (医       2) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759680,002,5 森クリニック 〒439-0031 0537-35-6662森　重夫 森　重夫 平18. 9.15外   他   診療所
     菊川市加茂６１９６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760680,003,3 田宮こどもクリニック〒439-0031 0537-35-0801田宮　貞人 田宮　貞人 平18. 9.15小   アレ 診療所
     菊川市加茂６１９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761680,004,1 こばやし眼科 〒437-1514 0537-73-8282小林　和正 小林　和正 平20. 6. 1眼   診療所
     菊川市下平川１７９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762680,005,8 桜井医院 〒439-0006 0537-35-3993櫻井　恒太郎 櫻井　恒太郎 平20.11. 1内   皮   診療所
     静岡県菊川市堀之内１４５３番地常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763680,006,6 うちだ泌尿器科・内科〒439-0031 0537-36-2000内田　孝典 内田　孝典 平24. 2. 1内   ひ   診療所
     クリニック 菊川市加茂５０９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764680,007,4 石崎耳鼻咽喉科 〒439-0031 0537-37-3387石崎　久義 石崎　久義 平24. 3. 1耳い 診療所
     菊川市加茂６８６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765681,001,6 みやぎ整形外科・内科〒437-1514 0537-75-0201医療法人社団　みやぎ宮城　憲文 平19. 1. 1内   整外 リハ診療所
     クリニック 菊川市下平川１８３３－１ 常　勤:    2整形外科・内科クリニ 組織変更 リウ 他   現存
     (医       2)ック　理事長　宮城　 平25. 1. 1
     憲文
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766681,002,4 杉原脳神経外科クリニ〒439-0031 0537-37-0005医療法人　社団　慶央杉原　央一 平21. 4. 1外   脳外 心内診療所
     ック 菊川市加茂４９６８ 常　勤:    1会　理事長　杉原　央 組織変更 リハ 現存
     (医       1)一 平27. 4. 1
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 1767681,003,2 医療法人社団晴和会　〒439-0031 0537-37-3000医療法人社団晴和会　志賀　克元 平23. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     菊川整形外科 菊川市加茂５０９７ 常　勤:    1理事長　早野　紳哉 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768690,001,5 いわせ医院 〒438-0018 0538-33-6686岩瀬　正紀 岩瀬　正紀 平17. 5.15内   外   こう診療所
     磐田市三ケ野台２２－５ 常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平29. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769690,004,9 神林クリニック 〒438-0803 0538-33-5896神林　知幸 神林　知幸 平17. 8. 1ひ   内   外  診療所
     磐田市富丘８６７－１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770690,005,6 とよだ青葉クリニック〒438-0821 0538-35-5000鈴木　誠司 鈴木　誠司 平18. 7. 1内   消   診療所
     磐田市立野５０８－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771690,007,2 吉村内科医院 〒438-0002 0538-38-6800吉村　佳二 吉村　佳二 平19. 3. 1内   診療所
     磐田市大久保８９５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772690,008,0 すずきハートクリニッ〒438-0086 0538-33-2626鈴木　信吾 鈴木　信吾 平19. 4.15内   循   小  診療所
     ク 磐田市見付東坂１２７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773690,011,4 鈴木小児科医院 〒438-0078 0538-30-7500鈴木　東洋 鈴木　東洋 平21.11. 1小   診療所
     磐田市中泉２２８－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774690,012,2 井田内科呼吸器内科 〒438-0831 0538(36)6111井田　雅章 井田　雅章 平22. 4. 1内   呼   診療所
     磐田市上新屋５３番２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775690,014,8 うちやま呼吸器アレル〒438-0002 0538-38-6336内山　啓 内山　啓 平23. 5. 1アレ 内   他  診療所
     ギークリニック 磐田市大久保５４４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776690,018,9 磐田こころのクリニッ〒438-0077 0538-36-0222中島　政佳 中島　政佳 平25. 4. 1心内 精   診療所
     ク 磐田市国府台２５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1777690,020,5 どい整形外科スポーツ〒437-1204 0538-59-1111土井　俊 土井　俊 平26. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 磐田市福田中島２３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778690,021,3 高尾医院 〒438-0086 0538-31-6161弘津　晶子 弘津　晶子 平27. 9. 1精   心内 診療所
     磐田市見付３６０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779690,022,1 川口医院 〒438-0083 0538-36-0401川口　宗一 川口　宗一 平28. 1. 1内   他   診療所
     磐田市富士見町３ー８ー２２ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780690,024,7 磐田原病院 〒438-0002 0538(38)0621辛島　敬士 辛島　敬士 平28. 7. 1精神       120病院
     磐田市大久保４２－１５ 常　勤:    3 交代 精   神   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781690,025,4 大石眼科 〒438-0071 0538-39-0090大石　恵理子 大石　恵理子 平28. 9. 1眼   診療所
     磐田市今之浦４－２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782690,026,2 サイトウクリニック 〒438-0205 0538-59-3070齋藤　さくら 齋藤　さくら 平29. 5. 1皮   アレ 診療所
     磐田市堀之内１６７８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783690,027,0 いはら腎・泌尿器シャ〒438-0043 0538-21-2575伊原　博行 伊原　博行 平29. 5. 1他   診療所
     ントクリニック 磐田市大原７７５－１ 常　勤:    1 新規 腎臓・泌尿器科現存
     (医       1) 平29. 5. 1、血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784690,028,8 よご内科クリニック 〒438-0071 0538-21-4545余語　宏介 余語　宏介 平29. 6. 1内   他   診療所
     磐田市今之浦３－２２－１０ 常　勤:    1 新規 糖尿病・内分泌現存
     (医       1) 平29. 6. 1・代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785690,029,6 はかまだ耳鼻咽喉科医〒438-0077 0538-21-3387袴田　桂 袴田　桂 平30. 4. 1耳い 診療所
     院 磐田市国府台１１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1786691,001,4 白梅豊岡病院 〒438-0126 0539-62-1600医療法人社団　白梅会中川　祐一 平17. 4. 1療養        50病院
     磐田市下神増１８５－１９ 常　勤:    2　理事長　本郷　輝明 新規 介護        50現存
     (医       2) 平29. 4. 1内   リハ 
     非常勤:   45
     (医      44)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787691,002,2 産婦人科西垣エーアー〒438-0078 0538-33-4455医療法人社団産婦人科西垣　新 平17. 4. 1一般         1診療所
     ルティークリニック 磐田市中泉１－６－１６天平のま常　勤:    1西垣エーアールティー 組織変更 産婦 現存
     ちビル　２階 (医       1)クリニック　西垣　新 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788691,003,0 新都市病院 〒438-0078 0538-34-0150医療法人社団　明徳会坂田　悟 平22. 6. 1一般        50病院
     磐田市中泉７０３ 常　勤:   12　理事長　臼井　溢 その他 内   他   外  現存
     (医      11) 平28. 6. 1整外 ひ   婦  
     (薬       1) 眼   リハ 麻  
     非常勤:    3 循内、消内、内
     (医       3) 分内、腎内、消
     外、乳外、肛外
     、他２科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789691,004,8 西貝塚耳鼻咽喉科クリ〒438-0017 0538-33-0871医療法人社団　菜根会梅原　潤一 平18. 7. 1耳い 診療所
     ニック 磐田市安久路２ー２ー１ 常　勤:    1　理事長　梅原　潤一 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790691,005,5 みつけ内科クリニック〒438-0085 0538-36-3222医療法人社団　つつじ牧野　章 平18. 8. 1内   神内 脳外診療所
     磐田市水堀３９５－１ 常　勤:    4会　理事長　牧野　章 組織変更 外   リハ 小  現存
     (医       3) 平24. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791691,006,3 大須賀医院 〒438-0113 0539-63-0007医療法人社団　育成会大須賀　育朗 平19. 4. 1内   小   診療所
     磐田市新開４８２－１ 常　勤:    1　理事長　大須賀　育 組織変更 現存
     (医       1)朗 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792691,007,1 ふじた眼科 〒438-0816 0538-39-6000医療法人社団愛緑会　藤田　昌弘 平19. 4. 1眼   診療所
     磐田市宮之一色６８６－２ 常　勤:    1理事長　藤田　昌弘 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793691,008,9 医療法人社団直心会　〒438-0086 0538-39-1111医療法人社団　直心会岡﨑　勝男 平20. 2. 1一般        19診療所
     ハートセンター磐田 磐田市見付１８１９－９１ 常　勤:    2　理事長　岡﨑　勝男 新規 内   循   現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794691,009,7 医療法人社団悠育会　〒438-0086 0538-32-0202医療法人社団　悠育会土川　拓也 平21.12. 1整外 リウ リハ診療所
     みつけ整形外科 磐田市見付１８５２－１６ 常　勤:    1　理事長　土川　拓也 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 1795691,010,5 磐田メイツ睡眠障害治〒438-0815 0538-39-0300医療法人社団三遠メデ柴田　理恵 平22.10. 1一般        10診療所
     療クリニック 磐田市中田６４８－１ 常　勤:    1ィメイツ　理事長　小 新規 内   現存
     (医       1)池　茂文 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796691,011,3 高見丘眼科 〒438-0801 0538-38-5313医療法人社団くろしお伊藤　和光 平23.12. 1眼   診療所
     磐田市高見丘１２００　ららぽー常　勤:    1会　理事長　室谷　英 交代 現存
     と磐田　２階 (医       1)治 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797691,012,1 あんずクリニック産婦〒438-0002 0538-38-0301医療法人社団みどりの川島　正久 平24.11. 1一般        12診療所
     人科 磐田市大久保８９６－３９ 常　勤:    1会　理事長　川島　正 組織変更 産婦 現存
     (医       1)久 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798691,013,9 あんざいクリニック 〒438-0078 0538-36-3111医療法人社団　杏愛会安齊　正興 平25. 4. 1脳外 神内 外  診療所
     磐田市中泉２９２３－２ 常　勤:    1　理事長　安齊　正興 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799691,014,7 鈴木クリニック 〒438-0006 0538-38-3222医療法人社団愛裕会　鈴木　浩三 平26. 1. 1内   他   診療所
     磐田市寺谷３３８－２ 常　勤:    1理事長　鈴木　浩三 組織変更 その他標榜科：現存
     (医       1) 平26. 1. 1循環器内科・美
     容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800691,015,4 おおかわ耳鼻咽喉科 〒437-1212 0538-58-2777医療法人社団　おおか大川　靖弘 平26. 4. 1耳い 診療所
     磐田市南田７４－３ 常　勤:    1わ耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大川　靖弘 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801691,016,2 なごみクリニック 〒438-0071 0538-21-3000医療法人社団慶和会　土手　基慶 平27. 4. 1心内 精   診療所
     磐田市今之浦３－１０－５ 常　勤:    1理事長　土手　基慶 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802691,017,0 医療法人社団片桐小児〒438-0086 0538-35-4712医療法人社団片桐小児片桐　智也 平27.11. 1小   内   診療所
     科内科医院 磐田市見付２６８９ー２ 常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)片桐　智也 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803691,018,8 市川クリニック 〒438-0231 0538-59-3311医療法人社団千史会　市川　寛 平28. 5. 1皮   形外 診療所
     磐田市豊岡５１２９ー１ 常　勤:    1理事長　市川　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804691,019,6 まさふみクリニック 〒438-0122 0539-62-6261医療法人社団あゆみ会鈴木　瑞人 平28.10. 1内   他   リウ診療所
     磐田市惣兵衛下新田１３４ 常　勤:    2　理事長　鈴木　瑞人 新規 消化器内科、内現存
     (医       2) 平28.10. 1視鏡内科
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 1805691,020,4 えいせい脳外科クリニ〒438-0086 0538-21-3117医療法人社団恵成会　金子　的実 平28.10. 1他   脳外 診療所
     ック 磐田市見付１７６６－１ 常　勤:    1理事長　姫野　一成 新規 脳外科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806691,021,2 福本医院 〒437-1203 0538-58-0123医療法人社団福在会　福本　育郎 平29.10. 1内   他   外  診療所
     磐田市福田５４５２ 常　勤:    1理事長　福本　和彦 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807691,022,0 磐田在宅医療クリニッ〒438-0086 0538-31-3904医療法人社団福在会　福本　和彦 平30. 2. 1他   外   小  診療所
     ク 磐田市見付１７５２－５ 常　勤:    1理事長　福本　和彦 移動 緩和ケア内科 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808710,231,4 内山外科、整形外科医〒433-8123 053(472)3161内山　昭司 内山　昭司 昭37. 8. 1外   整外 皮  診療所
     院 浜松市中区幸５丁目７の１番地 常　勤:    1 ひ   リウ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809710,356,9 菅原眼科医院 〒430-0929 053(4531498 安達　禎男 安達　禎男 昭46. 1. 1眼   診療所
     浜松市中区中央１－１４－８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810710,373,4 安間内科医院 〒433-8112 053(436)2828安間　力 安間　力 昭46.12. 1内   呼   胃  診療所
     浜松市北区初生町１１５４－１２常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811710,387,4 中央内科クリニック 〒430-0934 053(452)0617永川　省一 永川　省一 昭48. 3. 1内   診療所
     浜松市中区千歳町１０６番 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812710,423,7 朝岡眼科医院 〒430-0929 053(453)3315朝岡　真 朝岡　真 平10. 3. 9一般         4診療所
     浜松市中区中央１－１５－５浜松常　勤:    1 移動 眼   現存
     メディカルパークビル１階 (医       1) 平28. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813710,430,2 森岡産婦人科医院 〒432-8002 053(474)0161森岡　英二 森岡　英二 昭52. 4.15一般         7診療所
     浜松市中区富塚町字亥法２０６９常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814710,434,4 鈴木医院 〒431-3101 053(433)8530鈴木　光夫 鈴木　光夫 昭52. 8. 1外   胃   こう診療所
     浜松市東区豊町２２５５番地 常　勤:    2 内   皮   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     (歯       1)
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 1815710,444,3 有澤産婦人科医院 〒430-0929 053-452-6521有澤　克夫 有澤　克夫 平12. 5. 1一般         4診療所
     浜松市中区中央１－１５－５浜松常　勤:    1 移動 産婦 現存
     メディカルパークビル５階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816710,447,6 すぎうら整形外科診療〒435-0056 053(435)0035杉浦　良雄 杉浦　良雄 昭54. 4. 1整外 診療所
     所 浜松市東区小池町３４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817710,467,4 栗橋眼科 〒433-8112 053(436)9111栗橋　克昭 栗橋　克昭 昭55. 8. 1眼   診療所
     浜松市北区初生町１３６６－１ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818710,471,6 山城内科医院 〒432-8066 053(448)0862山城　正敏 山城　正敏 昭56. 1. 1内   循   小  診療所
     浜松市西区志都呂町１１６８番地常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819710,475,7 宮島内科医院 〒433-8114 053(436)1405宮島　勲 宮島　勲 昭56. 6.11内   小   診療所
     浜松市中区葵東２丁目１３番３３常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820710,477,3 加藤内科医院 〒432-8061 053(448)1101加藤　進 加藤　進 昭56. 9. 1内   小   診療所
     浜松市西区入野町１６１００－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821710,486,4 木戸メンタルクリニッ〒430-0814 053-589-5153木戸　淳彦 木戸　淳彦 平28.12. 1心内 精   他  診療所
     ク 浜松市南区恩地町３５５－１ 常　勤:    1 移動 神経内科 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822710,487,2 循環器クリニック・川〒435-0053 053(463)1352川村　修 川村　修 昭57.11. 1内   呼   循  診療所
     村内科医院 浜松市東区上新屋町２２７－２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823710,488,0 松下外科医院 〒435-0016 053(461)7117松下　和民 松下　和民 昭57.11. 1呼   外   診療所
     浜松市東区和田町９０９番７号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824710,489,8 西田内科医院 〒433-8123 053(473)0188西田　茂 西田　茂 昭57.11.15内   消   診療所
     浜松市中区幸４－７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825710,491,4 佐鳴台整形外科 〒432-8021 053(448)7155大野　正師 大野　正師 昭57.12.15リウ 整外 リハ診療所
     浜松市中区佐鳴台３－４３－２８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12.15
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 1826710,496,3 本間医院 〒431-3114 053(434)0048本間　誠一 本間　誠一 昭58. 5. 1内   呼   小  診療所
     浜松市東区積志町１４６６番地 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827710,504,4 とやま眼科 〒431-3113 053(433)4319外山　裕子 外山　裕子 昭59. 3.15眼   診療所
     浜松市東区大瀬町４６４番地の３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828710,508,5 井村皮膚科医院 〒431-3115 053(433)8534井村　眞 井村　眞 昭59. 8. 1皮   診療所
     浜松市東区西ケ崎町５９７番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829710,513,5 森内科 〒432-8061 053(448)5109森　昭夫 森　昭夫 昭59.12.15内   消   放  診療所
     浜松市西区入野町９０３７番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830710,518,4 とりい耳鼻咽喉科医院〒430-0901 053(474)9866鳥居　智子 鳥居　智子 昭60. 5.15耳い 診療所
     浜松市中区曳馬１丁目２１の１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831710,520,0 町田皮膚科医院 〒435-0046 053(465)2232町田　暁 町田　暁 昭60. 7. 1皮   診療所
     浜松市東区丸塚町５３１－１１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832710,526,7 ゆたか外科 〒433-8105 053(437)4848磯部　豊 磯部　豊 昭61. 6. 1胃   外   こう診療所
     浜松市北区三方原町１６２３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833710,528,3 福永産婦人科 〒431-1103 053(486)1103福永　友明 福永　友明 昭61. 9.15産婦 診療所
     浜松市西区湖東町１０３９－３７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834710,532,5 ナルミ眼科 〒432-8061 053(447)5739成味　知子 成味　知子 昭62. 5. 1眼   診療所
     浜松市西区入野町６２１０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835710,539,0 葵町こどもクリニック〒433-8111 053(437)8735杉江　陽子 杉江　陽子 昭62.10.15小   診療所
     浜松市中区葵西２丁目２３ー２８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1836710,542,4 竹内医院 〒430-0935 053(452)4566竹内　泉 竹内　泉 昭63. 1. 1内   小   診療所
     浜松市中区伝馬町３１０－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837710,543,2 松田内科消化器内科 〒435-0028 053(462)3555松田　精 松田　精 平25. 7.16内   他   診療所
     浜松市南区飯田町５７５ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838710,548,1 マスダクリニック 〒432-8021 053(448)0066増田　忠訓 増田　忠訓 昭63. 6. 1内   小   麻  診療所
     浜松市中区佐鳴台３丁目２９番２常　勤:    2 現存
     ２号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839710,550,7 泌尿器科・外科重野医〒431-3115 053(435)5101重野　哲三 重野　哲三 昭63. 9. 1外   ひ   診療所
     院 浜松市東区西ケ崎町３３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840710,554,9 井熊内科 〒435-0001 053(435)1313井熊　克仁 井熊　克仁 平元. 2. 1内   診療所
     浜松市東区上石田町２３７２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841710,556,4 猪俣クリニック 〒430-0933 053(452)7070猪俣　和仁 猪俣　和仁 平元. 3. 1内   循   診療所
     浜松市中区鍛冶町３１２－１８金常　勤:    1 休止
     原ビル３階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842710,559,8 戸田耳鼻咽喉科医院 〒433-8112 053(438)3311戸田　行雄 戸田　行雄 平元. 4. 1耳い 気食 診療所
     浜松市北区初生町８２０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843710,562,2 藤野整形外科医院 〒432-8011 053(471)4196藤野　圭司 藤野　圭司 平元. 6.21整外 リハ 診療所
     浜松市中区城北２丁目１５番１２常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 6.21
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844710,572,1 賛育産婦人科医院 〒433-8112 053(438)3838林　賛育 林　賛育 平 2. 5. 1一般        14診療所
     浜松市北区初生町７７７ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845710,576,2 前嶋内科 〒433-8105 053(438)4655前嶋　満弘 前嶋　満弘 平 2.11. 1内   小   呼  診療所
     浜松市北区三方原町１１５３－１常　勤:    1 消   循   現存
     ７ (医       1) 平29.11. 1
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 1846710,577,0 初生クリニック 〒433-8112 053(437)8636水谷　謙二 水谷　謙二 平 2.12. 1内   外   リハ診療所
     浜松市北区初生町１１７６番１２常　勤:    1 他   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847710,582,0 小林外科医院 〒432-8065 053-447-5261小林　哲 小林　哲 昭45.11. 1一般        19診療所
     浜松市南区高塚町２３１６－１ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平24.11. 1脳外 皮ひ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848710,584,6 菊池医院 〒432-8065 053-447-0160菊池　祥治 菊池　祥治 平29.11. 1内   他   小  診療所
     浜松市南区高塚町１２７ 常　勤:    1 移動 アレ 現存
     (医       1) 平29.11. 1呼吸器内科、消
     化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849710,587,9 高塚耳鼻咽喉科医院 〒432-8065 053(447)8038井本　正利 井本　正利 平 2. 7.15呼   耳い 気食診療所
     浜松市南区高塚町４８０８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850710,588,7 マツダ　ペインクリニ〒430-0928 053(458)5400松田　功 松田　功 平 3. 7. 1リハ 麻   診療所
     ック 浜松市中区板屋町１１０－５第一常　勤:    1 現存
     生命日通ビル２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851710,593,7 相羽内科クリニック 〒430-0928 053(458)6776相羽　公則 相羽　公則 平 3.12. 1内   呼   消  診療所
     浜松市中区板屋町１１０－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852710,597,8 渥美外科胃腸科 〒433-8113 053(439)0310渥美　純夫 渥美　純夫 平 4. 5.15胃   外   こう診療所
     浜松市中区小豆餅２丁目３０番２常　勤:    1 現存
     ７号 (医       1) 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853710,599,4 南浅田小池産科婦人科〒432-8044 053-442-4122小池　清彦 小池　清彦 平 4. 9. 1産   婦   診療所
     浜松市中区南浅田１丁目２３番２常　勤:    1 現存
     ６号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854710,600,0 佐鳴台皮膚科クリニッ〒432-8021 053(440)0012石井　眞智子 石井　眞智子 平 4. 9. 1皮   診療所
     ク 浜松市中区佐鳴台３丁目３９番４常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855710,609,1 橋本内科クリニック 〒432-8002 053(485)7200橋本　裕 橋本　裕 平 5. 1.15内   循   診療所
     浜松市中区富塚町３７８０－８５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1.15
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 1856710,611,7 恵仁会　田中医院 〒433-8125 053(471)0155田中　俊仁 田中　俊仁 平 5. 3.15内   ひ   皮  診療所
     浜松市中区和合町１１番地の５ 常　勤:    1 婦   小   現存
     (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857710,616,6 うさみクリニック 〒432-8058 053(448)4112宇佐神　治子 宇佐神　治子 平 5.10.15耳い 皮   アレ診療所
     浜松市南区新橋町７１０－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858710,620,8 足木ひ尿器科皮ふ科医〒433-8121 053-472-0617足木　淳男 足木　淳男 平 6. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     院 浜松市中区萩丘４丁目８－２４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859710,622,4 けいクリニック 〒430-0925 053(453)8550澤田　啓 澤田　啓 平 6. 4. 1内   小   診療所
     浜松市中区寺島町１７９番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860710,625,7 間宮内科クリニック 〒431-3122 053(473)7871間宮　康喜 間宮　康喜 平 6. 6. 1内   神内 他  診療所
     浜松市東区有玉南町１８８０番地常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1糖尿病内科（代
     謝内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861710,626,5 ふくいクリニック 〒433-8109 053(438)5340福井　幹陽 福井　幹陽 平 6. 6. 1内   診療所
     浜松市中区花川町１５９ー３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862710,627,3 テクノ木村内科クリニ〒431-2103 053-428-5550木村　正夫 木村　正夫 平 6.10. 1内   循   神内診療所
     ック 浜松市北区新都田３－１５－１８常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863710,631,5 畠山眼科 〒432-8002 053-475-6000畠山　眞行 畠山　眞行 平 6.10.15眼   診療所
     浜松市中区富塚町２０４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864710,632,3 フジ整形外科 〒431-3112 053-434-8866西村　隆 西村　隆 平 6.12. 1内   整外 リハ診療所
     浜松市東区大島町１００８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865710,644,8 松本医院 〒435-0042 053-422-5353松本　高士 松本　高士 平 8. 2. 1内   循   消  診療所
     浜松市東区篠ケ瀬町１１７２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   210 頁

 1866710,645,5 しみず内科クリニック〒433-8119 053-439-6226清水　省治 清水　省治 平 8. 3.15内   胃   小  診療所
     浜松市中区高丘北三丁目１０ー１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867710,648,9 矢部内科医院 〒430-0944 053(452)7770矢部　邦明 矢部　邦明 平 8. 6. 1内   消   診療所
     浜松市中区田町２２６－１９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868710,651,3 多々見クリニック 〒432-8018 053-455-7755多々見　光仁 多々見　光仁 平 9. 4. 1内   小   消  診療所
     浜松市中区蜆塚１ー６ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869710,652,1 いくた内科医院 〒430-0907 053-479-3500中野　幾太 中野　幾太 平 9. 4.15内   消   診療所
     浜松市中区高林２ー１０ー１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870710,654,7 さくら　クリニック 〒432-8012 053-452-6567鈴木　滋 鈴木　滋 平16. 9.17内   麻   リハ診療所
     浜松市中区布橋３－１４－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871710,658,8 小沢内科クリニック 〒430-0919 053-462-3255小澤　伯仁 小澤　伯仁 平 9.10.15内   消   小  診療所
     浜松市中区野口町３１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872710,663,8 泌尿器科皮ふ科クリニ〒430-0929 053-450-0525青島　茂雄 青島　茂雄 平10. 4. 1皮   ひ   診療所
     ック　あおしま医院 浜松市中区中央１－１５－５浜松常　勤:    1 新規 現存
     メディカルパークビル４階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873710,664,6 松永内科クリニック 〒430-0929 053-450-0560松永　義則 松永　義則 平10. 4. 1内   消   診療所
     浜松市中区中央１－１５－５浜松常　勤:    1 新規 現存
     メディカルパークビル４階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874710,670,3 富田整形外科医院 〒433-8119 053-430-1080富田　祐司 富田　祐司 平10. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市中区高丘北３ー６ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875710,671,1 西岸スズキクリニック〒432-8068 053-484-0808鈴木　良知 鈴木　良知 平10.10.15内   診療所
     浜松市西区大平台３ー２９ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876710,673,7 遠州浜外科医院 〒430-0835 053(425)1536野田　和人 野田　和人 平11. 1. 1外   胃   整外診療所
     浜松市南区遠州浜２ー１５ー１ 常　勤:    2 交代 皮   ひ   麻  現存
     (医       2) 平29. 1. 1
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 1877710,675,2 さくらクリニック 〒431-3105 053-432-0088川鳥　晴光 川鳥　晴光 平11. 2. 1内   小   呼  診療所
     浜松市東区笠井新田町７７ 常　勤:    1 新規 循   消   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878710,676,0 たつお子供クリニック〒432-8068 053-484-0707鈴木　達雄 鈴木　達雄 平21. 4.27小   診療所
     浜松市西区大平台４―３３―１４常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879710,681,0 かえで医院 〒432-8023 053-450-1600笠松　得郎 笠松　得郎 平11. 8.15内   皮   ひ  診療所
     浜松市中区鴨江１ー８ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880710,684,4 ふじもり耳鼻咽喉科 〒430-0825 053-427-0881藤森　俊也 藤森　俊也 平11.11. 1耳い 診療所
     浜松市南区下江町４６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881710,695,0 高柳内科消化器科医院〒431-1112 053-482-1567高柳　茂和 高柳　茂和 平12. 7. 1内   消   診療所
     浜松市西区大人見町３３９３ー６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882710,696,8 いちえもん内科消化器〒432-8044 053-442-0068小池　厚雄 小池　厚雄 平12. 6.24内   消   診療所
     科クリニック 浜松市中区南浅田１ー１５ー１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883710,697,6 皮膚科・泌尿器科ます〒433-8114 053-436-7103増田　宏昭 増田　宏昭 平12. 8. 1皮   ひ   診療所
     だ医院 浜松市中区葵東３ー１ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884710,698,4 松並木クリニック 〒431-0203 053-596-1390正富　隆 正富　隆 平12. 9. 1外   消   内  診療所
     浜松市西区馬郡町３１１１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885710,699,2 たての敏宏内科 〒430-0827 053-426-5116鈴木　敏宏 鈴木　敏宏 平12. 9.15内   循   消  診療所
     浜松市南区立野町１３６ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886710,701,6 大須賀医院 〒431-3107 053-432-5007有竹　澄江 有竹　澄江 平12.10.15内   脳外 放  診療所
     浜松市東区笠井町１０３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   212 頁

 1887710,703,2 かねだ内科消化器科ク〒433-8117 053-414-0888金田　武志 金田　武志 平12.11. 1内   消   診療所
     リニック 浜松市中区高丘東２ー８ー２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888710,704,0 夏目クリニック 〒435-0054 053-469-1231夏目　秀彦 夏目　秀彦 平12.11. 1内   小   診療所
     浜松市中区早出町２２２ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889710,707,3 清水クリニック 〒430-0851 053-467-0911清水　史雄 清水　史雄 平12.12. 1内   小   皮  診療所
     浜松市中区向宿１ー２１ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890710,708,1 中村医院 〒432-8062 053-447-3115中村　麻木 中村　麻木 平12.12. 1心内 内   神  診療所
     浜松市南区増楽町８２５ー１ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891710,709,9 かねた耳鼻咽喉科医院〒431-3107 053-435-8733金田　健作 金田　健作 平12.12. 1耳い 診療所
     浜松市東区笠井町１４６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892710,711,5 むこうだか耳鼻咽喉科〒433-8127 053-471-3387向高　洋幸 向高　洋幸 平13. 1.15耳い 診療所
     浜松市中区和合北一丁目３番６８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893710,715,6 小島外科消化器科医院〒432-8022 053-413-6636小島　幸次朗 小島　幸次朗 平13. 3.15外   消   こう診療所
     浜松市中区山手町２３ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894710,718,0 内村クリニック 〒430-0929 053-413-3366内村　正幸 内村　正幸 平13. 5.15外   消   診療所
     浜松市中区中央１－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895710,721,4 すずきこどもクリニッ〒430-0852 053-468-7518鈴木　眞琴 鈴木　眞琴 平13. 9. 1小   診療所
     ク 浜松市中区領家２ー１ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896710,723,0 小林眼科医院 〒432-8013 053(453)6928小林　利恵 小林　利恵 平13.10. 1眼   診療所
     浜松市中区広沢１丁目２９－１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1897710,728,9 髙原クリニック 〒430-0939 053(454)3000髙原　英幸 髙原　英幸 平13.12. 1耳い 循   アレ診療所
     浜松市中区連尺町３１３－２９ 常　勤:    1 交代 呼   消   現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898710,731,3 中川原内科胃腸科医院〒432-8011 053(471)9176中川原　聖宜 中川原　聖宜 平14. 1. 1内   消   診療所
     浜松市中区城北１－１６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899710,732,1 賛天堂外科医院 〒430-0805 053(461)0355田中　正純 田中　正純 平13.12.29消   外   整外診療所
     浜松市中区相生町１４ー１５ 常　勤:    1 交代 皮   こう 現存
     (医       1) 平25.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900710,733,9 西脇医院 〒433-8125 053-412-5355西脇　雅子 西脇　雅子 平14. 2. 1内   消   診療所
     浜松市中区和合町１７６－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901710,736,2 渡辺泌尿器科 〒433-8125 053-412-7088渡邊　耕平 渡邊　耕平 平14. 4. 1ひ   皮   診療所
     浜松市中区和合町２７－１３和合常　勤:    1 新規 現存
     メディカルビル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902710,740,4 神田クリニック 〒430-0929 053-413-0011神田　和弘 神田　和弘 平14. 6.15外   診療所
     浜松市中区中央１－１５－１グラ常　勤:    1 新規 現存
     ンドメゾン浜松２Ｆ (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903710,745,3 耳鼻いんこう科のざわ〒430-0913 053-466-7888野澤　理 野澤　理 平14. 8. 1耳い 診療所
     医院 浜松市中区船越町３４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904710,749,5 すずき医院 〒430-0906 053-412-0300鈴木　保孝 鈴木　保孝 平14.12.15内   循   診療所
     浜松市中区住吉２－３６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905710,751,1 もあクリニック 〒433-8118 053-430-6101大谷　幹尚 大谷　幹尚 平15. 1.15神   精   診療所
     浜松市中区高丘西３－４５－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1906710,754,5 長島医院 〒432-8063 053-445-3100長島　園子 長島　園子 平15. 4.15婦   診療所
     浜松市南区小沢渡町１０９８－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907710,755,2 山口内科クリニック 〒432-8036 053-452-4893山口　学 山口　学 平15. 6. 1内   小   放  診療所
     浜松市中区東伊場１丁目１１番２常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908710,757,8 北川内科医院 〒432-8018 053-450-6565北川　陸生 北川　陸生 平15. 7. 1内   消   診療所
     浜松市中区蜆塚４－２３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909710,760,2 大久保外科・消化器科〒432-8041 053(453)4598大久保　忠俊 大久保　忠俊 平15. 8. 1外   整外 小外診療所
     医院 浜松市中区菅原町１６－１５ 常　勤:    2 交代 消   皮   こう現存
     (医       2) 平27. 8. 1リハ リウ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910710,771,9 木俣外科消化器科医院〒435-0015 053(463)7807木俣　博之 木俣　博之 平16. 4. 1外   整外 リハ診療所
     浜松市東区子安町３１９番１号 常　勤:    2 交代 消   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911710,772,7 中岡クリニック 〒431-3114 053-433-2001中岡　譲治 中岡　譲治 平16. 5.15外   こう 胃  診療所
     浜松市東区積志町９９５ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912710,781,8 はやかわクリニック 〒430-0901 053-412-5070早川　正勝 早川　正勝 平16.12.15内   リウ 診療所
     浜松市中区曳馬５－１７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913710,782,6 後藤内科医院 〒435-0004 053-423-1200後藤　吉規 後藤　吉規 平17. 2. 1内   リウ 診療所
     浜松市東区中野町２２７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914710,784,2 鳥居内科 〒431-1115 053(486)2161鳥居　重夫 鳥居　重夫 平17. 6. 1内   循   診療所
     浜松市西区和地町５０７５－４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915711,005,1 浜松赤十字病院 〒434-8533 053-401-1111日本赤十字社　社長　奥田　康一 平19.11. 1一般       312病院
     (721,014,7) 浜松市浜北区小林１０８８－１ 常　勤:   64近衞　忠煇 移動 内   精   小  現存
     (医      49) 平25.11. 1外   整外 形外
     (歯       1) 脳外 皮   ひ  
     (薬      14) 産婦 眼   耳い
     非常勤:   17 リハ 放   麻  
     (医      17) 歯外 他   
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 1916711,006,9 ＪＡ静岡厚生連　遠州〒430-0929 053-401-0080静岡県厚生農業協同組水上　泰延 平19. 4. 1一般       340病院
     病院 浜松市中区中央一丁目１番１号 常　勤:   78合連合会　代表理事理 移動 療養        60現存
     (医      64)事長　宮瀬　雅司 平25. 4. 1内   小   外  
     (薬      14) 整外 脳外 皮  
     非常勤:   43 ひ   耳い 産婦
     (医      43) 眼   精   神  
     リハ 放   麻  
     形外 他   
     循環器内科、血
     管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917711,025,9 ヤマハ健康管理センタ〒430-8650 053-460-2830ヤマハ株式会社　中田水田　潔 平14. 8.15内   整外 外  診療所
     ー 浜松市中区中沢町１０－１ 常　勤:    3　卓也 移動 現存
     (医       3) 平26. 8.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918711,039,0 医療法人好生会　三方〒432-8063 053(448)0622医療法人好生会　三方浅井　信成 昭53.12. 1精神 病院
     (711,039,6) 原病院 浜松市南区小沢渡町２１９５－２常　勤:   17原病院　理事長　三浦     精神   278現存
     (医      14)　一也 平29.12. 1内   精   神  
     (薬       3) 歯   
     非常勤:   14
     (医      10)
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919711,043,2 すずかけセントラル病〒432-8054 053-443-0111医療法人弘遠会　理事鈴木　一也 平24.11. 1一般 病院
     (721,033,7) 院 浜松市南区田尻町１２０－１ 常　勤:   31長　竹下　力 移動     一般   205現存
     (医      23) 平24.11. 1療養
     (歯       1)     療養   104
     (薬       7) 内   外   他  
     非常勤:   51 呼外 呼内 脳外
     (医      49) 整外 ひ   眼  
     (薬       2) 婦   形外 麻  
     放   リハ 歯  
     消外、消内、乳
     外、循内、内分
     内、血液内、他
     ２科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1920711,044,0 独立行政法人労働者健〒430-8525 053(462)1211独立行政法人　労働者鈴木　茂彦 昭42. 4. 1一般       312病院
     康安全機構　浜松労災浜松市東区将監町２５番地 常　勤:   40健康安全機構　理事長 内   精   神内現存
     病院 (医      40)　有賀　徹 平30. 4. 1小   外   整外
     非常勤:   23 形外 脳外 呼外
     (医      23) 心外 皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921711,046,5 浜松医療センター 〒432-8580 053-451-2711静岡県浜松市　浜松市海野　直樹 昭54. 4. 1一般       600地域支援
     (711,017,2) 浜松市中区富塚町３２８番地 常　勤:  142長　鈴木　康友 一般（感染） 病院
     (医     136) 平30. 4. 1             6現存
     (歯       6) 内   リウ 神内
     非常勤:   60 精   小   外  
     (医      60) 呼外 脳外 心外
     整外 形外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 歯外 麻  
     リハ 他   
     他１５科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922711,047,3 浜松市夜間救急室 〒430-0935 053(454)3486浜松市長　鈴木　康友大久保　忠俊 平22. 8. 1内   小   外  診療所
     浜松市中区伝馬町３１１－２ 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923711,050,7 医療法人社団新風会　〒430-0903 053(473)6721医療法人社団　新風会丸山　哲史 昭55. 1. 1療養        58病院
     丸山病院 浜松市中区助信町３９－１０ 常　勤:   14　理事長　丸山　行孝 内   他   外  現存
     (医      10) 平29. 9. 1整外 ひ   眼  
     (薬       4) 麻   
     非常勤:   10 内科（人工透析
     (医      10) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924711,051,5 佐鳴湖病院 〒432-8021 053(447)1831医療法人社団　曙会　 崎　智也 昭55. 2. 1精神       230病院
     浜松市中区佐鳴台六丁目３番１８常　勤:    4理事長　山田　善彦 精   神   現存
     号 (医       4) 平28. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925711,054,9 医療法人社団一穂会　〒432-8001 053(485)5558医療法人社団　一穂会橋爪　一光 昭60. 1. 1療養       158病院
     西山病院 浜松市西区西山町５００番地 常　勤:   10　理事長　脇　慎治 介護       113現存
     (医       6) 平30. 1. 1内   リハ 
     (薬       4)
     非常勤:   39
     (医      39)
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 1926711,057,2 医療法人社団一穂会　〒432-8001 053(485)5151医療法人社団　一穂会神谷　隆 昭61. 4. 1介護       164病院
     第２西山病院西山ナー浜松市西区西山町４１１－１ 常　勤:    3　理事長　脇　慎治 内   リハ 現存
     シング (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   61
     (医      58)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927711,058,0 髙平内科 〒432-8021 053(456)0031医療法人社団　愛泉会髙平　健一郎 昭52. 8. 1内   呼   消  診療所
     浜松市中区佐鳴台４丁目３番１２常　勤:    2　理事長　髙平　好美 循   現存
     号 (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928711,059,8 高橋内科医院 〒432-8069 053(448)7521医療法人社団志都呂　中村　悟已 昭52.10. 1内   小   循  診療所
     浜松市西区志都呂２－２２－１０常　勤:    2高橋内科医院　理事長 現存
     (医       2)　中村　玲子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929711,061,4 石井医院 〒431-3114 053(434)0673医療法人社団しずや会石井　静也 昭42. 1. 1内   胃   小  診療所
     浜松市東区積志町１６５１番地の常　勤:    2　理事長　石井　馨 外   放   現存
     ２ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930711,062,2 浅井外科・消化器科医〒433-8112 053(436)2108医療法人社団三扇会　浅井　陽介 昭44. 7. 1消   外   整外診療所
     院 浜松市北区初生町７１５番地の１常　勤:    2理事長　浅井　陽介 皮ひ リハ リウ現存
     (医       2) 平28. 1. 1アレ こう 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931711,063,0 中島内科消化器科医院〒432-8033 053(453)6516医療法人　社団　築紫中島　千春 昭45. 6. 1内   呼   消  診療所
     浜松市中区海老塚２－１７－２３常　勤:    2会　理事長　中島　千 循   小   皮ひ現存
     (医       1)春 平28. 1. 1放   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932711,064,8 小出胃腸科内科医院 〒430-0912 053(464)3000医療法人社団愛光会　小出　成行 昭50. 7. 1他   内   診療所
     浜松市中区茄子町３５２番地の１常　勤:    2小出胃腸科内科医院　 消化器内科、胃現存
     (医       2)理事長　小出　成行 平28. 1. 1腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933711,065,5 小島医院 〒430-0901 053(461)7682医療法人社団洋真会　小島　洋 平13. 8.16内   小   アレ診療所
     浜松市中区曳馬２ー３ー１ 常　勤:    3理事長　小島　洋 移動 現存
     (医       3) 平25. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1934711,066,3 医療法人社団長羽会　〒430-0925 053(454)1477医療法人社団長羽会　長坂　士郎 平21.11.24内   他   診療所
     ながさかハートクリニ浜松市中区寺島町１０５７番地 常　勤:    2ながさかハートクリニ 移動 現存
     ック　ながさかハート (医       2)ック　理事長　長坂　 平27.11.24
     クリニック 非常勤:    1士郎
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935711,067,1 大坂内科医院 〒432-8002 053(472)1140医療法人社団越仁会　川村　欣也 昭48.12. 1内   他   診療所
     浜松市中区富塚町３００２番地の常　勤:    2理事長　川村　素子 現存
     ８ (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936711,069,7 竹内内科眼科クリニッ〒431-1103 053(486)0074医療法人社団愛生会　竹内　司 昭46.10. 1内   消   小  診療所
     ク 浜松市西区湖東町１４８７番地４常　勤:    3理事長　竹内　司 眼   現存
     １号 (医       3) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937711,070,5 新村医院 〒431-1209 053(487)0025医療法人社団新生会　新村　日出夫 昭52. 1. 1内   小   診療所
     浜松市西区舘山寺町２６８６番地常　勤:    2理事長　新村　日出夫 循内・病診 現存
     の１ (医       2) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938711,071,3 平良内科 〒430-0854 053(441)8266医療法人社団浜松平良平良　章 昭57. 8.15内   呼   胃  診療所
     浜松市南区瓜内町８０４ 常　勤:    2内科　理事長　平良　 循   小   リハ現存
     (医       2)章 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939711,072,1 医療法人社団恵明会　〒430-0852 053(441)7800医療法人社団　恵明会冨田　英明 昭48. 1. 1内   胃   他  診療所
     とみた内科 浜松市中区領家３丁目２５番６号常　勤:    1　理事長　冨田　英明 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940711,078,8 医療法人社団復明館　〒430-0928 053-452-1850医療法人社団復明館　鈴木　稔 昭46.12. 1眼   診療所
     復明館眼科医院 浜松市中区板屋町１０２－１ 常　勤:    2理事長　鈴木　稔 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941711,079,6 ゆいゆいクリニック 〒433-8122 053(473)2101医療法人　咲純会　理鈴木　太郎 昭48. 7. 1内   外   整外診療所
     浜松市中区上島５－２１－３０ 常　勤:    2事長　鈴木　太郎 リハ リウ 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942711,080,4 医療法人社団静岡健生〒430-0807 053(465)0210医療法人社団　静岡健矢部　洋 昭55. 6. 1内   呼   消  診療所
     会　浜松佐藤町診療所浜松市中区佐藤１ー２２ー２２ 常　勤:    2生会　理事長　矢部　 循   小   リハ現存
     (医       2)洋 平28.12. 1放   アレ 
     非常勤:    8
     (医       8)
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 1943711,081,2 木谷眼科医院 〒430-0802 053(464)3055医療法人社団東光会　木谷　聡 昭50.12. 1眼   診療所
     浜松市東区将監町３２－２ 常　勤:    1木谷眼科医院　理事長 現存
     (医       1)　木谷　聡 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944711,082,0 柿沢医院 〒430-0812 053-464-5248医療法人社団　浜松柿柿澤　聡士 平29.10. 5内   小   他  診療所
     浜松市南区本郷町１３１４－２１常　勤:    2沢内科　理事長　柿澤 移動 循環器内科 現存
     (医       2)　聡士 平29.10. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945711,083,8 医療法人社団松愛会　〒432-8061 053(448)5121医療法人社団　松愛会松田　聡 昭61. 1. 1一般        78病院
     松田病院 浜松市西区入野町７５３番地 常　勤:   13　理事長　松田　聡 外   他   現存
     (医      12) 平29. 1. 1胃腸・肛門外科
     (薬       1) 、肛門外科、肛
     非常勤:   39 門心療内科　他
     (医      39) ７科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946711,084,6 医療法人社団岡崎会　〒431-3122 053(433)5255医療法人社団　岡崎会岡﨑　貴宏 昭58.12.15療養        55病院
     有玉病院 浜松市東区有玉南町１４３６番地常　勤:    3　理事長　岡崎　博 介護        58現存
     (医       2) 平29. 1. 1内   リハ 他  
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      14)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947711,085,3 藤井内科医院 〒431-1112 053(485)4481医療法人社団　藤松会藤井　俊男 昭52.10. 1内   小   診療所
     浜松市西区大人見町１２－１２ 　理事長　藤井　俊男 現存
     平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948711,086,1 社会福祉法人聖隷福祉〒430-8558 053-474-2232社会福祉法人聖隷福祉鳥居　裕一 平 2. 3. 1一般       750地域支援
     (711,046,1) 事業団　総合病院聖隷浜松市中区住吉二丁目１２番１２常　勤:  277事業団　理事長　山本 その他 内   精   神内病院
     浜松病院 号 (医     269)　敏博 平29. 3. 1小   外   整外現存
     (歯       6) 形外 脳外 呼外
     (薬       2) 心外 小外 皮  
     非常勤:   62 ひ   産婦 眼  
     (医      60) 耳い リハ 放  
     (歯       1) 麻   歯   歯外
     (薬       1) 呼内 他   
     消化器内科、循
     環器内科、病理
     診断科、他１０
     件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1949711,087,9 桶谷整形外科医院 〒430-0925 053-452-3918医療法人社団加積会桶菊池　由紀 平25.11. 2整外 リハ リウ診療所
     浜松市中区寺島町２１３ 常　勤:    1谷整形外科医院　理事 移動 皮   現存
     (医       1)長　菊池　由紀 平25.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950711,088,7 村越内科 〒433-8112 053(437)0510医療法人社団愛輝会　府川　琢磨 昭49.10.15他   診療所
     浜松市北区初生町１３７３番６号常　勤:    2理事長　府川　琢磨 老年内科、老年現存
     (医       2) 平29. 5. 1精神科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951711,089,5 医療法人社団恵和会　〒433-8113 053(436)7031医療法人社団　恵和会齋藤　守 昭53. 4.15整外 リハ 診療所
     斉藤整形外科医院 浜松市中区小豆餅１丁目３４番３常　勤:    1　理事長　齋藤　守 現存
     ０号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952711,090,3 望月眼科医院 〒430-0925 053-453-3086医療法人社団　望月眼望月　深雪 昭42.11. 1眼   診療所
     浜松市中区寺島町１８１－３ 常　勤:    2科医院　理事長　望月 現存
     (医       2)　深雪 平28. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953711,093,7 曽布川医院 〒432-8023 053(453)0601医療法人社団　瑞泉会曽布川　憲充 昭60. 2. 1外   内   小  診療所
     浜松市中区鴨江１丁目２８番２７常　勤:    1　理事長　曽布川　憲 消   リハ こう現存
     号 (医       1)充 平30. 1. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954711,094,5 サージセンター 〒435-0052 053(462)2222医療法人社団　アドベ星野　知之 平 3. 1.15一般        15診療所
     浜松市東区天王町１６９６番地 常　勤:    4ント　理事長　黄川田 耳い 気食 現存
     (医       4)　徹 平30. 1.15
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955711,097,8 渡辺医院 〒430-0929 053-452-6940医療法人社団　圭友会渡辺　亨 平17. 5. 6内   他   診療所
     浜松市中区中央３－６－１３ 常　勤:    3　理事長　渡辺　亨 移動 現存
     (医       2) 平29. 5. 6
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956711,098,6 竹下内科医院 〒430-0901 053(471)0981医療法人社団啓悠会　竹下　光 昭58. 9.26内   診療所
     浜松市中区曳馬６丁目１２番１８常　勤:    1理事長　竹下　光 休止
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957711,099,4 木村敏夫内科医院 〒432-8023 053(452)7215医療法人社団　長楽会木村　哲夫 昭42. 8. 1内   呼   消  診療所
     浜松市中区鴨江２丁目５２番２９常　勤:    1　理事長　木村　哲夫 循   現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
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 1958711,100,0 さなる耳鼻咽喉科 〒432-8002 053(473)9122医療法人　社団　さな鈴木　悟 昭59. 7.15耳い 診療所
     浜松市中区富塚町２０１８番地の常　勤:    1る耳鼻咽喉科　理事長 現存
     ３ (医       1)　鈴木　悟 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959711,101,8 磯部内科消化器科 〒430-0803 053(463)3127医療法人社団恒徳会　磯部　智明 昭55. 5. 1内   消   診療所
     浜松市東区植松町１５５－２ 常　勤:    2理事長　磯部　智明 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960711,102,6 太田整形外科医院 〒432-8051 053-447-3221医療法人社団幸会　理太田　晴康 昭37. 5. 1外   整外 リウ診療所
     浜松市南区若林町９５０番地 常　勤:    1事長　太田　晴康 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961711,105,9 中田島クリニック 〒430-0845 053(441)8880医療法人社団拓己会　秋　英達 平元. 4. 1内   小   皮  診療所
     浜松市南区中田島町４４４ 常　勤:    1中田島クリニック　秋 ひ   現存
     (医       1)　英達 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962711,106,7 相羽内科消化器科医院〒431-2102 053(428)4500医療法人　社団　相仁相羽　英雄 平 3.12.15内   消   診療所
     浜松市北区都田町８１１０－３ 常　勤:    1会　相羽内科消化器科 現存
     (医       1)医院　理事長　相羽正 平27.12.15
     非常勤:    1弘
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963711,107,5 栗田内科医院 〒432-8021 053(448)2115医療法人社団聡健会栗栗田　健 昭55.10.15内   神   呼  診療所
     浜松市中区佐鳴台２－３２－１５常　勤:    1田内科医院　理事長　 消   循   小  現存
     (医       1)栗田　健 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964711,109,1 北原内科医院 〒432-8001 053(485)5544医療法人社団越和会　北原　亮 昭61. 8. 1内   他   診療所
     浜松市西区西山町２２１１－３ 常　勤:    2北原　亮 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965711,110,9 志都呂クリニック 〒432-8067 053(448)8188医療法人社団三宝会　金丸　光隆 平15. 3. 1一般        19診療所
     浜松市西区西鴨江町６２１ 常　勤:    3理事長　金丸　光隆 移動 内   現存
     (医       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966711,111,7 宗宮こどもクリニック〒430-0814 053(426)3350医療法人社団　宗宮こ宗宮　教壹 昭63. 8.15小   呼   アレ診療所
     浜松市南区恩地町２８４番地 常　勤:    1どもクリニック　理事 現存
     (医       1)長　宗宮　教壹 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967711,113,3 佐鳴台こどもクリニッ〒432-8021 053(447)4010医療法人社団　佐鳴台鈴木　成欣 昭60. 1.15小   アレ 診療所
     ク 浜松市中区佐鳴台４－４０－４３常　勤:    1こどもクリニック　鈴 現存
     (医       1)木　成欣 平29. 1. 1
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 1968711,114,1 クリニック・パパ 〒432-8061 053-447-6667医療法人社団　クリニ袴田　享 平12.11.27小   神内 精  診療所
     浜松市西区入野町６３９８ー１ 常　勤:    1ック・パパ　理事長　 移動 現存
     (医       1)袴田　享 平24.11.27
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969711,115,8 坂口産婦人科医院 〒432-8051 053(449)2500医療法人社団高祐会　坂口　髙義 昭55. 3.15一般         8診療所
     浜松市南区若林町１５３番地 常　勤:    1坂口産婦人科医院　理 産婦 現存
     (医       1)事長　坂口　髙義 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970711,116,6 外科消化器科林医院 〒432-8058 053-441-1177医療法人社団　慈輝会林　輝義 昭57. 2.15一般        10診療所
     浜松市南区新橋町１４４１－１ 常　勤:    1　理事長　林　輝義 消   外   放  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971711,117,4 舟越整形外科医院 〒432-8002 053(472)8576医療法人社団　舟越整舟越　龍也 昭47. 3. 1外   整外 リハ診療所
     浜松市中区富塚町２１３２番１８常　勤:    1形外科医院　理事長　 リウ 現存
     ６号 (医       1)船越　龍也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972711,119,0 牛田外科循環器科医院〒432-8061 053(448)1001医療法人社団診誠会　牛田　昇 昭47. 8. 1循   外   整外診療所
     浜松市西区入野町６２９９－２ 牛田外科循環器科医院 小外 リハ リウ現存
     　理事長　牛田　昇 平29. 1. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973711,120,8 石垣耳鼻咽喉科医院 〒433-8119 053-420-1187医療法人社団　清志会石垣　清 平10. 6. 6耳い 診療所
     浜松市中区高丘北１ー３１ー２０常　勤:    1　理事長　石垣　清 移動 現存
     (医       1) 平28. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974711,121,6 田口内科・循環器科医〒435-0016 053(463)5151医療法人社団　田口会田口　敦史 昭46. 4. 1内   循   診療所
     院 浜松市東区和田町９００番地２ 常　勤:    1　理事長　田口　敦史 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975711,122,4 滝浪ハートクリニック〒432-8058 053(448)3411医療法人社団　滝浪ハ滝浪　實 平元. 3.15内   循   外  診療所
     浜松市南区新橋町５１０番１号 常　勤:    1ートクリニック　理事 リハ 現存
     (医       1)長　滝浪　實 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976711,123,2 医療法人社団白梅会　〒431-1112 053-485-7711医療法人社団白梅会　木田　榮郎 平 7. 4.20内   診療所
     内田記念医院 浜松市西区大人見町３０１１ー１常　勤:    2理事長　平田　善章 移動 現存
     (医       2) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977711,124,0 多田整形外科医院 〒435-0056 053(464)9955医療法人社団　碧実会多田　誠 昭59.10.15整外 リハ 診療所
     浜松市東区小池町２９２３番１号常　勤:    1　理事長　多田　誠 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 1978711,125,7 かがみ整形外科 〒432-8053 053(441)2355医療法人社団　かがみ鏡　周治 平 2.10. 1整外 診療所
     浜松市南区法枝町字下中瀬２１９常　勤:    1整形外科　理事長　鏡 現存
     (医       1)　周治 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979711,126,5 あべクリニック 〒430-0923 053(458)6840医療法人社団栄昌会　阿部　昌弘 平 3.11.15内   皮   ひ  診療所
     浜松市中区北寺島町２０９番地５常　勤:    1あべクリニック　理事 現存
     号 (医       1)長　阿部　昌弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980711,127,3 野口医院 〒430-0813 053(425)0049医療法人社団　ノイエ野口　泰之 平 4. 2.15内   小   皮  診療所
     浜松市南区芳川町８４５ 常　勤:    2　理事長　野口　泰之 アレ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981711,128,1 一貫堂内科消化器科医〒432-8014 053(475)1551医療法人　社団　一貫馬淵　友良 平元.12.15内   他   診療所
     院 浜松市中区鹿谷町３４－３２ 常　勤:    1堂　理事長　馬淵　友 現存
     (医       1)良 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982711,129,9 大竹内科医院 〒433-8119 053(437)5800医療法人社団　三和会大竹　喬二 昭54. 5. 1内   小   診療所
     浜松市中区高丘北一丁目３３ー２常　勤:    1　大竹　晃範 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983711,130,7 まこと医院 〒431-1111 053(485)5377医療法人　社団　若葉鈴木　誠 平 6. 8. 1内   外   皮ひ診療所
     浜松市西区伊左地町２１９９－１常　勤:    1会　理事長　鈴木　誠 組織変更 皮   ひ   一般現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984711,131,5 社会福祉法人　聖隷福〒430-0906 053-473-5501社会福祉法人　聖隷福武藤　繁貴 平 6. 9. 1内   呼   脳外診療所
     祉事業団　聖隷浜松病浜松市中区住吉２ー３５ー８ 常　勤:   18祉事業団　理事長　山 新規 消   婦   現存
     院附属診療所　聖隷健 (医      18)本　敏博 平24. 9. 1
     康診断センター 非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985711,133,1 西村整形外科 〒430-0814 053(425)7117医療法人社団恵友会　西村　憲市郎 平 7. 4. 1外   整外 リハ診療所
     浜松市南区恩地町３５７ 常　勤:    1理事長　西村　憲市郎 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986711,134,9 医療法人社団　野佐木〒430-0926 053-452-4352医療法人社団　野佐木木俣　仁 平 7. 4. 1整外 麻   診療所
     クリニック 浜松市中区砂山町３６１ー１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)木俣　仁 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1987711,135,6 せのお内科消化器科 〒431-3124 053(435)0121医療法人　社団　医心瀬野尾　一孝 平 7. 5. 1内   消   小  診療所
     浜松市東区半田町１６２３ 常　勤:    1会　理事長　瀬野尾　 組織変更 現存
     (医       1)一孝 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988711,136,4 杉浦内科 〒432-8012 053(471)2723医療法人社団　清寿会杉浦　清 平 7. 8. 1内   消   小  診療所
     浜松市中区布橋３丁目９番１０号常　勤:    1　理事長　杉浦　清 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989711,137,2 あいの街クリニック 〒430-0825 053(426)5566医療法人社団　愛寿会嶋武　博之 平 7. 9. 1内   診療所
     浜松市南区下江町５７３－２ 常　勤:    1　理事長　嶋武　博之 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990711,142,2 いわた内科 〒431-3113 053-434-3114医療法人社団　博友会岩田　悟 平 8. 8. 1神内 小   リハ診療所
     浜松市東区大瀬町２５１０ 常　勤:    1　理事長　岩田　悟 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991711,143,0 泌尿器科・内科　三樹〒433-8123 053(473)1662医療法人社団　幸明会三樹　明教 平 8. 9. 1ひ   内   診療所
     医院 浜松市中区幸１丁目２番２７ 常　勤:    1　理事長　三樹　崇明 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992711,144,8 内科・小児科　山手ク〒432-8022 053(452)2803医療法人社団　多進会平野　多加博 平 8. 9. 1内   消   小  診療所
     リニック 浜松市中区山手町２２番１４号 常　勤:    2　理事長　平野　多加 組織変更 現存
     (医       2)博 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993711,145,5 医療法人社団　和会　〒431-0201 053(448)4822医療法人社団　和会　伊藤　和男 平 9. 1. 1皮   診療所
     伊藤皮膚科医院 浜松市西区篠原町２１５９１ 常　勤:    1理事長　伊藤　和男 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994711,146,3 医療法人社団緑生会　〒435-0052 053(421)5885医療法人社団　緑生会磯貝　佳子 平 9. 1. 1精神       150病院
     天王病院 浜松市東区天王町１９２５番地 常　勤:    4　理事長　磯貝　佳子 組織変更 内   リハ 精  現存
     (医       3) 平30. 1. 1神   
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      16)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995711,147,1 医療法人社団ぶどうの〒432-8038 053(456)2181医療法人社団　ぶどう池田　信彦 平 9. 1. 1小   アレ 呼  診療所
     木　プーこどもクリニ浜松市中区西伊場町５９－３０ 常　勤:    1の木　理事長　池田　 組織変更 現存
     ック (医       1)信彦 平30. 1. 1
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 1996711,148,9 森下レディースクリニ〒433-8117 053(437)2200医療法人社団　ひまわ森下　正美 平 9. 1. 1一般         3診療所
     ック 浜松市中区高丘東五丁目１２ー１常　勤:    1り会　理事長　森下　 組織変更 産婦 ひ   皮  現存
     (医       1)正美 平30. 1. 1性   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997711,149,7 塩見内科医院 〒432-8031 053(452)0785医療法人社団　塩見内塩見　芳朗 平 9. 2. 1内   消   循  診療所
     浜松市中区平田町４５番地 常　勤:    1科医院　理事長　塩見 組織変更 アレ 現存
     (医       1)　芳朗 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998711,151,3 医療法人社団光彩会　〒430-0933 053-455-0863医療法人社団光彩会　本田　実 平21. 5. 1眼   診療所
     本田眼科医院 浜松市中区鍛冶町１２５―９ 常　勤:    1理事長　本田　実 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999711,152,1 光和整形外科医院 〒431-1209 053-487-3933医療法人　社団　光和林　典男 平 9. 8. 1整外 診療所
     浜松市西区舘山寺町１７００番地常　勤:    1会　理事長　林　典男 組織変更 現存
     の１１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000711,153,9 高橋須川整形外科 〒430-0949 053-454-9497医療法人社団　一志会高橋　勇二 平10.12.28整外 リハ リウ診療所
     浜松市中区尾張町１２５ー１９ 常　勤:    2　理事長　髙橋　勇二 移動 現存
     (医       1) 平28.12.28
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001711,156,2 中村医院 〒435-0047 053(463)1001医療法人　社団　二葉中村　忍 平 9. 9. 1内   小   消  診療所
     浜松市東区原島町７２－１番地 常　勤:    1会　中村　忍 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002711,157,0 たく整形外科医院 〒432-8023 053-453-1122医療法人社団　京愛会林　卓司 平10. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市中区鴨江２ー５６ー５ 常　勤:    1　理事長　林　卓司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003711,158,8 おおたにレディースク〒432-8021 053-447-7300医療法人社団　嘉鶴会大谷　嘉明 平10. 2. 1一般         3診療所
     リニック 浜松市中区佐鳴台４ー３９ー７ 常　勤:    1　理事長　大谷　嘉明 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1) 平28. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004711,159,6 医療法人社団　新風会〒432-8053 053-443-2266医療法人社団　新風会丸山　孝紀 平10. 2.15療養        15診療所
     丸山クリニック 浜松市南区法枝町２２２ー１ 常　勤:    1　理事長　丸山　行孝 新規 一般         2現存
     (医       1) 平28. 2.15内   他   
     非常勤:    3 消化器内科、人
     (医       3) 工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2005711,160,4 社会福祉法人聖隷福祉〒433-8105 053-439-1111社会福祉法人　聖隷福森　厚嘉 平10. 4. 1一般        19診療所
     事業団　聖隷予防検診浜松市北区三方原町３４５３ー１常　勤:   15祉事業団　理事長　山 新規 内   呼内 他  現存
     センター (医      15)本　敏博 平28. 4. 1婦   ひ   
     非常勤:    4 循環器内科、消
     (医       4) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006711,161,2 松下クリニック 〒433-8121 053-475-5225医療法人社団　松下ク松下　文昭 平10. 4. 1内   消   診療所
     浜松市中区萩丘４丁目６番９号 常　勤:    2リニック　理事長　松 組織変更 現存
     (医       2)下　文昭 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007711,162,0 幸田子供クリニック 〒432-8001 053-485-0012医療法人社団　一真会幸田　克好 平10. 8. 1小   診療所
     浜松市西区西山町１５９ー１ 常　勤:    1　理事長　幸田　克好 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008711,163,8 神経科浜松病院 〒432-8013 053(454)5361医療法人社団澤記念会山岡　功一 平10.10. 1精神       239病院
     浜松市中区広沢２－５６－１ 常　勤:   11　理事長　山岡　功一 組織変更 精   神   心内現存
     (医       9) 平28.10. 1内   
     (薬       2)
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009711,164,6 くまがいクリニック 〒435-0006 053(422)2588医療法人社団　くまが熊谷　純一 平10.10. 1内   消   診療所
     浜松市東区下石田町１５３０ 常　勤:    1いクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　熊谷　純一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010711,165,3 つがね消化器科・内科〒432-8051 053(447)0050医療法人社団　康良会津金　綏俊 平11. 1. 1内   消   診療所
     医院 浜松市南区若林町１３４６番２ 常　勤:    2　理事長　津金　綏俊 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011711,166,1 宅間内科皮膚科 〒430-0941 053-471-3050医療法人社団　宅坂会宅間　永至 平11. 1. 1内   神内 消  診療所
     浜松市中区山下町２８番地 常　勤:    2　理事長　宅間　永至 組織変更 循   皮   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012711,168,7 岡田内科 〒431-3113 053(434)6800医療法人社団　仁佑会岡田　哲朗 平11. 1. 1内   呼   消  診療所
     浜松市東区大瀬町８７５番１号 常　勤:    1　理事長　岡田　哲朗 組織変更 循   アレ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013711,169,5 石垣内科医院 〒435-0004 053(421)0057医療法人社団　瑞芳会石垣　哲男 平11. 1. 1一般         1診療所
     浜松市東区中野町１２１７ 常　勤:    2　石垣内科医院　理事 組織変更 介護        18現存
     (医       2)長　石垣　哲男 平29. 1. 1内   神内 リハ
     非常勤:    2 アレ 
     (医       2)
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 2014711,170,3 浜松北病院 〒431-3113 053(435)1111医療法人社団　盛翔会澤田　健 平11. 2. 1一般       139病院
     (721,007,1) 浜松市東区大瀬町１５６８番地 常　勤:   17　理事長　澤田　健 組織変更 療養        60現存
     (医      11) 平29. 2. 1内   消   循  
     (歯       1) 神内 外   整外
     (薬       5) 形外 脳外 皮  
     非常勤:   27 ひ   眼   リハ
     (医      23) 放   歯外 
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015711,172,9 月照庵クリニック 〒433-8122 053-476-1101医療法人社団　銀嶺会鈴木　芳江 平11. 5. 1精   神   診療所
     浜松市中区上島２ー１１ー１５ 常　勤:    2　理事長　鈴木芳江 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016711,173,7 なかむらクリニック 〒432-8061 053-440-3687医療法人社団　やわら中村　守孝 平11. 5. 1内   神内 リハ診療所
     浜松市西区入野町１９９５４ー５常　勤:    1ぎ　理事長　中村守孝 組織変更 現存
     ５０ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017711,175,2 いがらし皮ふ科 〒430-0841 053-442-4112医療法人社団　向日葵五十嵐　晴巳 平11. 8. 1皮   他   診療所
     浜松市南区寺脇町８３０ 常　勤:    1　理事長　五十嵐晴巳 組織変更 漢方皮膚科・美現存
     (医       1) 平29. 8. 1容漢方科・女性
     漢方科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018711,176,0 渡瀬眼科医院 〒430-0825 053-426-3133医療法人社団　渡瀬眼渡瀬　誠良 平11. 9. 1眼   診療所
     浜松市南区下江町４５６ー３ 常　勤:    1科医院　理事長　渡瀬 組織変更 現存
     (医       1)　誠良 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019711,177,8 医療法人社団　友成医〒431-3101 053-434-1152医療法人社団　友成医友成　久世 平11. 9. 1外   消   こう診療所
     院 浜松市東区豊町２７５２－１ 常　勤:    2院　理事長　友成　久 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       2)世 平29. 9. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020711,178,6 医療法人社団種光会　〒433-8104 053-420-1830医療法人社団種光会　三浦　義広 平15. 8. 1精神       240病院
     朝山病院 浜松市北区東三方町４７６－１ 常　勤:   13理事長　朝山　令次郎 移動 精   神   心内現存
     (医      11) 平27. 8. 1
     (薬       2)
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
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 2021711,180,2 浜松市リハビリテーシ〒433-8127 053(471)8331静岡県浜松市　浜松市藤島　一郎 平11.12. 1一般       180病院
     (721,035,2) ョン病院 静岡県浜松市中区和合北一丁目６常　勤:   19長　鈴木　康友 交代 療養        45現存
     番１号 (医      16) 平29.12. 1内   整外 リハ
     (歯       1) 歯   
     (薬       2)
     非常勤:   48
     (医      47)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022711,182,8 医療法人社団　きとう〒432-8002 053-475-6054医療法人社団　きとう鬼頭　芳子 平12. 1. 4皮   小   診療所
     小児科皮膚科 浜松市中区富塚町１９３３－１ 常　勤:    2小児科皮膚科　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　鬼頭　芳子 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023711,183,6 金子内科・循環器科ク〒435-0052 053-411-0033医療法人社団　金子内金子　雅則 平12. 1. 1内   循   小  診療所
     リニック 浜松市東区天王町１７５７ 常　勤:    1科・循環器科クリニッ 組織変更 リハ アレ 現存
     (医       1)ク　理事長　金子　雅 平30. 1. 1
     非常勤:    2則
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024711,185,1 小池神経科 〒433-8124 053-472-8102医療法人社団　小池神小池　和憲 平12. 8. 1精   神   診療所
     浜松市中区泉１ー７ー２１ 常　勤:    2経科　理事長　小池　 組織変更 現存
     (医       2)和憲 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025711,186,9 藤島クリニック 〒431-3121 053-434-8850医療法人社団　藤島ク藤島　百合子 平12. 8. 1内   リハ 診療所
     浜松市東区有玉北町１９９５ 常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)島　百合子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026711,187,7 やすだ医院 〒431-0201 053-447-3722医療法人社団　仁壽会保田　芳伸 平13. 1. 1内   胃   小  診療所
     浜松市西区篠原町２０８９５ 常　勤:    1　理事長　保田　芳伸 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027711,188,5 粟津医院 〒430-0853 053-441-1021医療法人社団　粟津医粟津　希 平13. 1. 1内   診療所
     浜松市南区三島町７０９ 常　勤:    1院　理事長　粟津　希 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028711,189,3 佐野外科胃腸科医院 〒431-1103 053-486-3411医療法人社団　愛正会佐野　正憲 平13. 1. 1胃   外   皮  診療所
     浜松市西区湖東町１１６９－９１常　勤:    1　理事長　佐野　正憲 組織変更 リハ こう 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   229 頁

 2029711,190,1 海谷眼科 〒430-0903 053-476-3388医療法人社団　海仁　海谷　忠良 平13. 1. 1一般        19診療所
     浜松市中区助信町２０－４０ 常　勤:    2理事長　海谷　忠良 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030711,191,9 ダダ第２クリニック 〒432-8047 053-444-5010医療法人社団至空会　清水　健次 平13. 4.15精   心内 他  診療所
     浜松市中区神田町５０３ 常　勤:    1理事長　大嶋　正浩 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031711,192,7 かみむら耳鼻咽喉科医〒430-0846 053-442-8733医療法人社団　晃仁会上村　晃司 平13. 4. 1耳い アレ 診療所
     院 浜松市南区白羽町１ー７ 常　勤:    1　理事長　上村　晃司 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032711,193,5 蜂谷外科医院 〒430-0919 053-461-5216医療法人社団　蜂谷外蜂谷　仁 平13. 4. 1外   整外 放  診療所
     浜松市中区野口町２６０番地 常　勤:    2科医院　理事長　蜂谷 組織変更 心外 循   こう現存
     (医       2)　仁 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033711,194,3 大石内科医院 〒430-0906 053(474)8500医療法人社団　恵正会大石　正晃 平13. 4. 1内   小   診療所
     浜松市中区住吉２丁目９番８号 常　勤:    2　理事長　大石　正晃 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034711,199,2 長尾小児科医院 〒432-8013 053-453-5221医療法人社団エム・ケ長尾　正明 平24.12. 1小   アレ 診療所
     浜松市中区広沢１－９－１８ 常　勤:    1ー・アール　理事長　 移動 現存
     (医       1)長尾　正明 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035711,200,8 平安の森　記念病院 〒430-0918 053-401-0018医療法人社団あずま会牛山　知己 平30. 4. 1療養       118病院
     浜松市中区八幡町１８１ 常　勤:    3　理事長　牛山　知己 移動 内   ひ   皮  現存
     (医       3) 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036711,201,6 常葉大学リハビリテー〒431-1102 053-436-1304学校法人常葉大学　理高橋　武昭 平25.11. 1療養        80病院
     ション病院 浜松市西区大山町３８０５ 常　勤:    5事長　木宮　健二 移動 リハ 整外 内  現存
     (医       4) 平25.11. 1リウ 放   
     (薬       1)
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2037711,202,4 三田クリニック 〒433-8105 053-439-4112医療法人社団　三田ク三田　均 平14. 5. 1形外 皮   アレ診療所
     浜松市北区三方原町９９ー７ 常　勤:    1リニック　理事長　三 組織変更 現存
     (医       1)田　均 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038711,203,2 医療法人社団椋桂会　〒431-0202 053-445-4455医療法人社団　椋桂会那須田　馨 平14. 8. 1小   診療所
     那須田こどもクリニッ静岡県浜松市西区坪井町４６９３常　勤:    2　理事長　那須田　馨 組織変更 現存
     ク ー１ (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039711,204,0 岡本眼科クリニック 〒432-8063 053-445-3636医療法人社団　昌拓会岡本　貴鮮 平14. 8. 1一般         3診療所
     浜松市南区小沢渡町６８９ー２ 常　勤:    1　理事長　岡本　貴鮮 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040711,205,7 なるみやハートクリニ〒433-8108 053-414-2720医療法人社団　成宮会成味　純 平20. 6. 1循   内   診療所
     ック 浜松市北区根洗町５３７－１ 常　勤:    2　理事長　成味　純 移動 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041711,206,5 伊藤整形外科医院 〒430-0813 053(425)0127医療法人社団　ちから伊藤　喜章 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市南区芳川町３８０ 常　勤:    2会　理事長　伊藤　力 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042711,207,3 今西こどもクリニック〒433-8122 053-475-1024医療法人社団　今西こ今西　雅彦 平15. 1. 1小   アレ 診療所
     浜松市中区上島６ー２２ー２５ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　今西　雅彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043711,208,1 長島内科医院 〒435-0056 053(461)6130医療法人社団　長島内長島　則夫 平15. 1. 1内   小   診療所
     浜松市東区小池町２６５９番１号常　勤:    1科医院　理事長　長島 組織変更 現存
     (医       1)　則夫 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044711,209,9 まつもと整形外科 〒435-0052 053-467-5411医療法人社団　まつも松本　千鶴夫 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市東区天王町１６７１ 常　勤:    1と整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松本　千鶴夫 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045711,210,7 みうら眼科 〒431-3108 053-431-3131医療法人社団　惠愛会三浦　惠子 平15. 1. 1眼   診療所
     浜松市東区恒武町２９５ 常　勤:    2　理事長　三浦　惠子 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046711,211,5 山本こどもクリニック〒431-3125 053-431-4188医療法人社団　山本こ山本　崇晴 平15. 1. 1小   呼   アレ診療所
     浜松市東区半田山４ー４１ー５ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 心内 現存
     (医       1)長　山本　崇晴 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2047711,212,3 青沼眼科 〒431-3125 053-431-4100医療法人社団光心会　青沼　秀実 平15. 4. 1一般         3診療所
     浜松市東区半田山４ー３０ー１２常　勤:    1理事長　青沼　秀実 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048711,213,1 しのはら医院 〒431-3105 053(435)3838医療法人社団　篠原　篠原　利男 平15. 4. 1内   外   脳外診療所
     浜松市東区笠井新田町１９６－１常　勤:    2理事長　篠原　利男 組織変更 皮   リハ アレ現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049711,214,9 内科なぐら医院 〒433-8105 053-430-5060医療法人社団　名正会名倉　正三 平15. 4. 1内   リハ 診療所
     浜松市北区三方原町５７ー５ 常　勤:    1　理事長　名倉　正三 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050711,215,6 内科・循環器科　井上〒430-0903 053-476-5511医療法人社団　内科循井上　康夫 平15. 4. 1内   循   診療所
     医院 浜松市中区助信町２０－４０ 常　勤:    1環器科井上医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　井上　康夫 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051711,216,4 兼子眼科 〒430-0946 053-450-7551医療法人社団　城内会兼子　周一 平15. 8. 1一般         3診療所
     浜松市中区元城町２１８ー２ 常　勤:    1　理事長　兼子　周一 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052711,217,2 医療法人社団慧正会　〒433-8101 053-437-5490医療法人　社団　慧正 川　忠正 平15. 8. 1内   小   リウ診療所
     みゆき内科クリニック浜松市北区三幸町５００ー１ 常　勤:    1会　理事長　 川　忠 組織変更 現存
     (医       1)正 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053711,218,0 わたひき消化器内科ク〒433-8105 053-414-5707医療法人社団すずらん綿引　元 平15. 8. 1他   診療所
     リニック 浜松市北区三方原町５６４－１１常　勤:    1　理事長　綿引　元 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054711,219,8 やなせ内科呼吸器科ク〒433-8105 053-414-5886医療法人社団　やなせ栁瀬　賢次 平15. 8. 1循   呼   アレ診療所
     リニック 浜松市北区三方原町５６５－１ 常　勤:    1　理事長　栁瀬　賢次 組織変更 内   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055711,220,6 穣クリニック 〒431-3115 053-432-4114医療法人社団　穣クリ中村　穣志 平15. 8. 1消   胃   こう診療所
     浜松市東区西ケ崎町１０５８ 常　勤:    1ニック　理事長　中村 組織変更 内   外   現存
     (医       1)　穣志 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056711,221,4 いぬかい小児科 〒435-0016 053-468-7511医療法人社団　醫王会犬飼　和久 平16. 1. 1小   診療所
     浜松市東区和田町９２０－１ 常　勤:    1　理事長　犬飼　和久 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2057711,222,2 上野眼科 〒433-8108 053-430-6766医療法人社団真覚会　上野　眞 平16. 1. 1眼   診療所
     浜松市北区根洗町５７９－５ 常　勤:    2理事長　上野　眞 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058711,223,0 きくち内科クリニック〒430-0802 053-468-7255医療法人社団　糖和会菊池　範行 平16. 1. 1内   小   リハ診療所
     浜松市東区将監町１２ー１３ 常　勤:    1　理事長　菊池　範行 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059711,224,8 いわさき耳鼻咽喉科医〒431-0202 053-445-3399医療法人社団　宏衛会岩崎　幸司 平16. 1. 1耳い アレ 診療所
     院 浜松市西区坪井町４６９３ー３ 常　勤:    1　理事長　岩崎　幸司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060711,225,5 浜松入野アイクリニッ〒432-8061 053-440-3382医療法人メディカルワ五藤　良将 平16. 2. 1眼   診療所
     ク 浜松市西区入野町字八反田６１０常　勤:    4ン　理事長　栗原　英 新規 現存
     ９ (医       4)史 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061711,226,3 西村ウイメンズクリニ〒433-8122 053-479-0222医療法人社団　啓樹会西村　満 平16. 2. 1婦   診療所
     ック 浜松市中区上島６丁目３０番３号常　勤:    2　理事長　西村　満 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062711,227,1 さなるサンクリニック〒432-8036 053-457-3221医療法人社団　優仁会畦倉　久紀 平25. 4. 1一般        14診療所
     浜松市中区東伊場２－１４－３９常　勤:    5　理事長　畦倉　久紀 移動 内   他   現存
     (医       4) 平25. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063711,228,9 谷口クリニック 〒435-0052 053-422-4112医療法人社団　にふみ谷口　章雄 平16. 4. 1皮   心内 診療所
     浜松市東区天王町１９４４ 常　勤:    1会　理事長　谷口　章 組織変更 現存
     (医       1)雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064711,229,7 はせがわ整形外科 〒433-8125 053-412-2008医療法人社団　四ツ葉長谷川　友亮 平16. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市中区和合町２２０－１７４常　勤:    2会　理事長　長谷川　 組織変更 現存
     ４ (医       2)友亮 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065711,230,5 白鳥内科医院 〒430-0814 053-427-0007医療法人社団鴻鵠会白白鳥　政之 平16. 8. 1内   神内 リハ診療所
     浜松市南区恩地町１９２ 常　勤:    1鳥内科医院　理事長　 組織変更 小   現存
     (医       1)白鳥　政之 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2066711,231,3 田中整形外科医院 〒430-0928 053(456)3381医療法人社団　杢人会田中　久重 平16. 9. 1整外 リハ 診療所
     浜松市中区板屋町１１０の５　浜常　勤:    2　理事長　田中　久重 組織変更 現存
     松第一生命日通ビル２階 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067711,232,1 井上医院 〒433-8118 053-430-0520医療法人社団　井上医井上　裕史 平17. 1. 1内   皮   形外診療所
     浜松市中区高丘西３ー４６ー５ 常　勤:    1院　井上　裕史 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068711,233,9 ふじわら整形外科 〒433-8105 053-414-7333医療法人社団　汝羊会金　鶴奎 平17. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市北区三方原町１６５－１０常　勤:    1　理事長　金　鶴奎（ 組織変更 現存
     (医       1)藤原　敏弘） 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069711,234,7 医療法人社団　田中ひ〒432-8002 053(473)1235医療法人社団　田中ひ田中　義憲 平17. 1. 1ひ   皮   診療所
     尿器科皮ふ科医院 浜松市中区富塚町２０３９番地の常　勤:    2尿器科皮ふ科医院　理 組織変更 現存
     １ (医       2)事長　田中　義憲 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070711,235,4 岡田クリニック 〒435-0052 053-423-2200医療法人社団　岡田ク岡田　久 平17. 1. 1一般    診療所
     浜松市東区天王町１７４１－１ 常　勤:    2リニック　岡田　久 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071711,236,2 湖東病院 〒431-1111 053-486-2222医療法人社団和恵会　猿原　大和 平17. 1. 1介護       169病院
     浜松市西区伊左地町８１５１番地常　勤:   11理事長　猿原　大和 組織変更 内   神内 皮  現存
     (医       4) 平29. 1. 1精   他   
     (薬       7)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072711,237,0 医療法人社団海仁　み〒433-8125 053-476-8814医療法人社団　海仁　湯口　琢麿 平19. 5. 1眼   診療所
     どり台　海谷眼科 浜松市中区和合町１５４－３６ 常　勤:    1理事長　海谷　忠良 移動 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2073716,020,5 総合病院聖隷三方原病〒433-8558 053-439-9050社会福祉法人聖隷福祉荻野　和功 昭53.10. 1一般       810地域支援
     (711,035,4) 院 浜松市北区三方原町３４５３ 常　勤:  246事業団　理事長　山本 結核        20病院
     (医     211)　敏博 平29.10. 1精神       104現存
     (歯       5) 内   精   呼外
     (薬      30) 小   外   整外
     非常勤:  110 脳外 心外 皮  
     (医     104) 産   婦   リハ
     (歯       6) ひ   眼   放  
     耳い 麻   神内
     歯   他   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074720,001,9 野村クリニック 〒433-8112 053-414-1007野村　紀之 野村　紀之 平17. 7. 1内   循   診療所
     浜松市北区初生町４１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075720,006,8 本康医院 〒435-0004 053-421-0027本康　宗信 本康　宗信 平18. 1. 1内   循   診療所
     浜松市東区中野町２０６１ー１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076720,011,8 マツオ脳神経クリニッ〒435-0051 053-431-2121松尾　浩昌 松尾　浩昌 平18. 4. 1内   脳外 リハ診療所
     ク 浜松市東区市野町２９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077720,014,2 中野内科クリニック 〒432-8002 053-412-1200中野　泰克 中野　泰克 平22. 2. 1内   呼   小  診療所
     浜松市中区富塚町１０３８－２ 常　勤:    1 移動 アレ 他   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078720,016,7 七草ファミリークリニ〒430-0911 053-462-7793丸山　敬二 丸山　敬二 平18. 5. 1消   外   内  診療所
     ック 浜松市中区新津町４０－１サンポ常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ートビル１０１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079720,019,1 すずきメディカルクリ〒430-0907 053-416-0111鈴木　啓一郎 鈴木　啓一郎 平18. 8. 1内   消   外  診療所
     ニック 浜松市中区高林４－６－４０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080720,023,3 戸澤内科消化器科クリ〒432-8068 053-482-1122戸澤　孝太郎 戸澤　孝太郎 平18.10.15内   消   診療所
     ニック 浜松市西区大平台１－２２－３３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081720,025,8 げんきこどもクリニッ〒432-8042 053-444-6555村山　恵子 村山　恵子 平19. 2. 1小   診療所
     ク 浜松市中区上浅田１－１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2082720,027,4 いとう耳鼻咽喉科 〒431-3124 053-431-5550伊藤　光成 伊藤　光成 平19. 2.15耳い 診療所
     浜松市東区半田町１３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083720,032,4 おおこうち眼科 〒432-8065 053(449)1514中神　哲司 中神　哲司 平19. 4. 1眼   診療所
     浜松市南区高塚町３７０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084720,036,5 こう痛み内科クリニッ〒434-0031 053-584-5577 　建志 　建志 平19. 5. 1麻   他   内  診療所
     ク 浜松市浜北区小林１３８３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085720,038,1 クリニックひでとし 〒434-0031 053-584-1301鈴木　英年 鈴木　英年 平19. 7. 1内   外   循  診療所
     浜松市浜北区小林５９－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086720,042,3 ひろせクリニック 〒435-0042 053-411-2020廣瀨　隼人 廣瀨　隼人 平19.11. 1内   外   他  診療所
     浜松市東区篠ケ瀬町２１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087720,043,1 のより眼科医院 〒431-1112 053-485-6100野寄　清美 野寄　清美 平19.11.15眼   診療所
     浜松市西区大人見町３３６８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088720,049,8 増田皮膚泌尿器科医院〒432-8013 053-452-1045増田　三千男 増田　三千男 平20. 4. 1皮   ひ   診療所
     浜松市中区広沢三丁目１３番１１常　勤:    1 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089720,050,6 水本レディスクリニッ〒431-3115 053-433-1103髙田　佳世子 髙田　佳世子 平20. 5. 1産婦 内   診療所
     ク 浜松市東区西ケ崎町７９６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090720,052,2 いしだクリニック 〒432-8069 053-488-5205石田　由紀 石田　由紀 平20. 6.15心内 内   精  診療所
     浜松市西区志都呂２－３８－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091720,055,5 白井皮膚科クリニック〒430-0933 053-450-0012白井　滋子 白井　滋子 平20. 9. 1皮   診療所
     浜松市中区鍛冶町１４０－４浜松常　勤:    1 新規 現存
     Ａビル６階、７階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2092720,058,9 広小路メンタルクリニ〒430-0929 053-452-7765大原　由久 大原　由久 平20.10. 1精   心内 診療所
     ック 浜松市中区中央１－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093720,061,3 高田眼科 〒435-0052 053-466-5551髙田　尚忠 髙田　尚忠 平20.12. 1眼   診療所
     浜松市東区天王町諏訪１９８１－常　勤:    2 新規 現存
     ３イオンモール浜松市野１Ｆ (医       2) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094720,062,1 山の端メンタルクリニ〒431-3125 053-431-3000谷　邦彦 谷　邦彦 平21. 2. 1心内 精   診療所
     ック 浜松市東区半田山４－７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095720,064,7 安田クリニック 〒431-2102 053-428-8311安田　峯次 安田　峯次 平21. 4. 1外   消   こう診療所
     浜松市北区都田町９３０７－２４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096720,065,4 ほりべ皮フ科内科 〒435-0056 053-411-5300堀部　尚弘 堀部　尚弘 平21. 4. 1皮   内   アレ診療所
     浜松市東区小池町１５６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097720,066,2 アクト眼科 〒430-7702 053-451-0100小川　涼太 小川　涼太 平21. 4.13眼   診療所
     浜松市中区板屋町１１１－２アク常　勤:    1 交代 現存
     トプラザ２Ｆ (医       1) 平27. 4.13
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098720,067,0 林クリニック 〒431-3764 053-923-0030林　孝祥 林　孝祥 平21. 4. 1内   小   他  診療所
     浜松市天竜区横山町５３２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099720,070,4 四ツ池メディカル・ヴ〒433-8123 053-478-7800吉井　徹哉 吉井　徹哉 平21. 9. 1耳い 麻   他  診療所
     ィレッジ 浜松市中区幸３－５－２６ 常　勤:    1 新規 皮   形外 内  現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100720,073,8 やまもと消化器内科 〒433-8105 053-430-5588山本　英明 山本　英明 平21.11. 1内   消   診療所
     浜松市北区三方原町２１６２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101720,074,6 ひまわりメンタルクリ〒435-0048 053-411-2626豊田　隆雄 豊田　隆雄 平21.12. 1心内 精   診療所
     ニック 浜松市東区上西町１０９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 2102720,076,1 石垣クリニック 〒430-0947 053(455)0241石垣　克 石垣　克 平22. 1. 1一般         8診療所
     浜松市中区松城町２１７－１ 常　勤:    2 交代 内   外   他  現存
     (医       2) 平28. 1. 1内分泌外科・内
     非常勤:    7 分泌内科
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103720,077,9 つばさ内科 〒430-0929 053-482-8020竹下　香 竹下　香 平22. 4. 1内   リハ 他  診療所
     浜松市中区中央２－９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104720,078,7 森田内科循環器内科医〒430-0917 053-453-7730森田　泰弘 森田　泰弘 平22. 4. 1内   循   他  診療所
     院 浜松市中区常盤町１３３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105720,081,1 安川内科クリニック 〒430-0929 053-523-8240安川　隆子 安川　隆子 平22. 6. 1内   心内 精  診療所
     浜松市中区中央２－１０－１　青常　勤:    1 新規 他   現存
     色会館３階 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106720,082,9 月花眼科 〒432-8069 053-440-5520月花　慎 月花　慎 平22.10. 1眼   診療所
     浜松市西区志都呂２－３７－１イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール浜松志都呂２Ｆ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107720,084,5 寺田クリニック 〒434-0036 053-585-8000寺田　博文 寺田　博文 平22.10. 1他   内   皮  診療所
     浜松市浜北区横須賀１８３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108720,085,2 山口ハート国際クリニ〒432-8021 053-401-7400山口　貴司 山口　貴司 平22.11. 1内   外   他  診療所
     ック 浜松市中区佐鳴台３－５２－２３常　勤:    1 新規 現存
     ハルカムビル１Ｆ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109720,087,8 わたなべクリニック 〒435-0016 053-411-2525渡邉　哲也 渡邉　哲也 平22.11. 1内   外   ひ  診療所
     浜松市東区和田町８５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2110720,088,6 よつばメンタルクリニ〒433-8112 053-414-0702深川　明則 深川　明則 平23. 1. 1心内 内   精  診療所
     ック 浜松市北区初生町３２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111720,089,4 まつけんクリニック 〒431-3124 053-432-5566松本　健 松本　健 平23. 3. 1内   他   診療所
     浜松市東区半田町１５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112720,091,0 本康内科医院 〒430-0817 053(463)1200本康　勝 本康　勝 平23. 3. 1内   診療所
     浜松市南区頭陀寺町３５０－１５常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113720,092,8 小出眼科 〒430-0807 053-411-2111小出　健郎 小出　健郎 平23. 4. 1眼   診療所
     浜松市中区佐藤２－２６－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114720,094,4 菅原眼科 〒431-0102 053(596)0126菅原　純一 菅原　純一 平23. 4. 1眼   診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見４０７７常　勤:    2 交代 現存
     －１ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115720,096,9 葉月クリニック 〒432-8061 053-448-5566河合　理恵 河合　理恵 平23. 6. 1精   心内 他  診療所
     浜松市西区入野町６０１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116720,097,7 クリニック　デュ　ソ〒434-0041 053-585-4800石田　秀樹 石田　秀樹 平23. 6. 1外   他   診療所
     レイユ 浜松市浜北区平口２６６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117720,100,9 いで内科・呼吸器内科〒434-0014 053-584-4976井手　協太郎 井手　協太郎 平23.11. 1内   アレ 小  診療所
     クリニック 浜松市浜北区本沢合８０１－４ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2118720,104,1 はしもと耳鼻咽喉科 〒433-8112 053-414-3387橋本　泰幸 橋本　泰幸 平24. 2. 1耳い 診療所
     浜松市北区初生町１１１２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119720,106,6 三和診療所 〒435-0038 053-465-1111岡崎　裕史 岡崎　裕史 平24. 1. 1内   他   診療所
     浜松市南区三和町３３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120720,108,2 山下循環器クリニック〒433-8122 053-416-2811山下　恭典 山下　恭典 平24. 4. 1内   他   診療所
     浜松市中区上島５－１２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121720,109,0 グリューン・メンタル〒430-0929 053-451-6570永井　裕幸 永井　裕幸 平24. 3. 1精   心内 診療所
     クリニック 浜松市中区中央１－１５－５浜松常　勤:    1 交代 現存
     メディカルパークビル　４階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122720,110,8 すあみ眼科 〒435-0041 053-422-0011須網　政浩 須網　政浩 平24. 5. 1眼   診療所
     浜松市東区北島町５７０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123720,111,6 玉嶋血液内科・漢方診〒430-0906 053-412-0100玉嶋　貞宏 玉嶋　貞宏 平24. 8. 1他   診療所
     療所 浜松市中区住吉１－２４－１ＮＴ常　勤:    2 新規 現存
     Ｔ住吉ビル４階 (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124720,113,2 そえだ医院 〒433-8124 053-471-5000添田　良知 添田　良知 平24.10. 1内   他   診療所
     浜松市中区泉３－１－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125720,114,0 杉山循環器クリニック〒432-8012 053-412-2552杉山　志保 杉山　志保 平24. 9. 1内   他   診療所
     浜松市中区布橋２－１２－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126720,117,3 楽メンタルクリニック〒430-0926 053-457-8777大神　いづみ 大神　いづみ 平25. 1. 1精   心内 診療所
     浜松市中区砂山町３３０－１１日常　勤:    1 交代 現存
     総第２ビル　２ＦーＡ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2127720,119,9 エヌ・クリニック 〒432-8021 053-440-7788中村　雄幸 中村　雄幸 平25. 7. 1形外 美外 皮  診療所
     浜松市中区佐鳴台３－５３－２１常　勤:    1 新規 外   内   神内現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128720,120,7 本多皮フ科クリニック〒432-8053 053-444-5500本多　芳英 本多　芳英 平25. 7. 1皮   アレ 診療所
     浜松市中区法枝町７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129720,124,9 クリニックしのだ 〒433-8124 053-416-1616篠田　昌広 篠田　昌広 平25.10. 1内   小   歯  診療所
     (720,086,6) 浜松市中区泉２－３６－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130720,126,4 山田消化器内科クリニ〒433-8105 053-430-1555山田　正美 山田　正美 平25.11. 1内   他   診療所
     ック 浜松市北区三方原町８９２－１ 常　勤:    1 新規 その他標榜科：現存
     (医       1) 平25.11. 1消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131720,127,2 おおの整形外科・せぼ〒432-8061 053-415-3000大野　秀一郎 大野　秀一郎 平25.11. 1整外 リハ 診療所
     ねクリニック 浜松市西区入野町８８７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132720,128,0 内山皮フ科医院 〒430-0904 053-471-2615内山　泉 内山　泉 平25.11. 1皮   診療所
     浜松市中区中沢町７６－１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133720,129,8 にべ医院 〒432-8014 053-472-8519仁瓶　俊樹 仁瓶　俊樹 平25.12.25外   内   診療所
     浜松市中区鹿谷町３８番４号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134720,131,4 舘野医院 〒432-8011 053-471-3014舘野　誠 舘野　誠 平26. 4. 1内   他   診療所
     浜松市中区城北２－１－２０ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135720,133,0 もがみ内科クリニック〒434-0015 053-588-5700最上　秀夫 最上　秀夫 平26. 5. 1内   他   診療所
     浜松市浜北区於呂２８４０－８ 常　勤:    1 新規 その他標榜科：現存
     (医       1) 平26. 5. 1糖尿病内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2136720,134,8 しんぼ泌尿器科クリニ〒432-8061 053-415-1555新保　斉 新保　斉 平26. 5. 1ひ   内   診療所
     ック 浜松市西区入野町８８７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137720,135,5 八木医院 〒433-8112 053-437-2811八木　崇人 八木　崇人 平26. 7. 1外   内   他  診療所
     浜松市北区初生町１１３７－２ 常　勤:    1 交代 精   現存
     (医       1) 平26. 7. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138720,138,9 かたの医院 〒431-1305 053-527-0051片野　晃一 片野　晃一 平26.10. 1内   他   皮  診療所
     浜松市北区細江町気賀４８０ 常　勤:    2 新規 小   現存
     (医       2) 平26.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139720,141,3 しんご内科クリニック〒435-0054 053-463-6633鈴木　伸吾 鈴木　伸吾 平27. 5. 1内   他   小  診療所
     浜松市中区早出町１６４９ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平27. 5. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140720,142,1 かろみメンタルクリニ〒430-0933 053-457-7575上田　昌康 上田　昌康 平27. 7. 1心内 精   診療所
     ック 浜松市中区鍛冶町１４０－４新浜常　勤:    1 新規 現存
     松メディカルビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141720,143,9 近藤内科医院 〒434-0015 053-588-3151近藤　りえ子 近藤　りえ子 平27. 9.29内   呼   小  診療所
     浜松市浜北区於呂４５１－１ 常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平27. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142720,145,4 とみなが整形外科 〒430-0856 053-468-2111冨永　整 冨永　整 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     浜松市中区中島２－２７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143720,146,2 やまほし耳鼻咽喉科ク〒432-8069 053-445-3356髙 　吾郎 髙 　吾郎 平28. 1. 1耳い 診療所
     リニック 浜松市西区志都呂１－４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144720,147,0 松尾形成外科・眼瞼ク〒434-0033 053-581-1515松尾　清 松尾　清 平28. 1. 1形外 他   診療所
     リニック 浜松市浜北区西美薗５４８－１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145720,148,8 ハーモニーファミリー〒434-0034 053-584-1777池谷　真苗 池谷　真苗 平28. 4. 1内   小   皮  診療所
     クリニック 浜松市浜北区高畑８２４－２ 常　勤:    1 新規 産   アレ 他  現存
     (医       1) 平28. 4. 1美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2146720,150,4 きらりタウンかわい内〒434-0046 053-584-1221川合　弘太郎 川合　弘太郎 平28. 5. 1内   他   小  診療所
     科医院 浜松市浜北区染地台１－２５－３常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     ０ (医       1) 平28. 5. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147720,153,8 美甘医院 〒430-0944 053-450-1022美甘　孝子 美甘　孝子 平28. 7.15小   内   診療所
     浜松市中区田町３２９ー２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148720,154,6 河野内科脳神経内科 〒431-3108 053-431-2233河野　智 河野　智 平28.10. 1内   神内 診療所
     浜松市東区恒武町１６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149720,155,3 いわもと痛みのクリニ〒431-3122 053-434-7711岩本　竜明 岩本　竜明 平28.10. 1他   内   リハ診療所
     ック 浜松市東区有玉南町２９１ 常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平28.10. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150720,156,1 たなか内科クリニック〒432-8047 053-444-3001田中　隆光 田中　隆光 平28.11. 1他   内   診療所
     浜松市中区神田町３６０－２７ 常　勤:    1 新規 循環器内科、糖現存
     (医       1) 平28.11. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151720,158,7 サカイ脳神経外科 〒432-8002 053-412-6677酒井　直人 酒井　直人 平28.12. 1脳外 リハ 診療所
     浜松市中区富塚町５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152720,159,5 たまゆらメモリークリ〒432-8069 053-449-2525小粥　正博 小粥　正博 平29. 2. 1心内 他   精  診療所
     ニック 浜松市西区志都呂１－７－７ 常　勤:    1 新規 老年精神科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153720,160,3 よこたこどもクリニッ〒433-8125 053-475-7500横田　卓也 横田　卓也 平29. 3. 1小   診療所
     ク 浜松市中区和合町２７－１３　和常　勤:    1 新規 現存
     合メディカルビル２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154720,161,1 鶴泌尿器科クリニック〒430-0853 053-444-3111鶴　信雄 鶴　信雄 平29. 4. 1ひ   内   診療所
     浜松市南区三島町６３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155720,162,9 新浜松駅前アイクリニ〒430-0933 053-450-6706持原　健勝 持原　健勝 平29. 5. 1眼   診療所
     ック 浜松市中区鍛冶町１４０－４　浜常　勤:    1 新規 現存
     松Ａビル南館１Ｆ・２Ｆ　 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2156720,163,7 白井医院 〒435-0054 053-461-0565白井　辰夫 白井　辰夫 平29. 4. 1内   小   診療所
     浜松市中区早出町１２０７－２８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157720,164,5 たつた内科医院 〒431-0203 053-592-8511立田　良廣 立田　良廣 平29. 5. 1内   小   リハ診療所
     浜松市西区馬郡町字権兵衛山４０常　勤:    1 組織変更 現存
     ２６ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158720,165,2 近藤外科消化器科医院〒430-0841 053-441-3423近藤　賢司 近藤　賢司 平29. 5.31外   他   整外診療所
     浜松市南区寺脇町６６４－２ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5.31消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159720,166,0 中野耳鼻咽喉科医院 〒430-0935 053-452-1561中野　淳 中野　淳 平29. 7. 1耳い アレ 診療所
     浜松市中区伝馬町３１１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160720,167,8 くろいし内科クリニッ〒430-0811 053-411-9614黒石　重城 黒石　重城 平29.12. 1内   呼内 アレ診療所
     ク 浜松市中区名塚町１５６－１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29.12. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161720,168,6 東京中央美容外科　浜〒430-0933 053-413-3377秋間　雄策 秋間　雄策 平29.12. 1他   形外 美外診療所
     松下肢静脈瘤クリニッ浜松市中区鍛冶町１４０－４　浜常　勤:    1 交代 第１標榜：血管現存
     ク 松Ａビル北館７Ｆ (医       1) 平29.12. 1外科、第４標榜
     非常勤:    3 ：美容皮膚科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162720,169,4 いそざきファミリーク〒431-3121 053-432-6111磯﨑　泰介 磯﨑　泰介 平30. 2. 1内   小   他  診療所
     リニック 浜松市東区有玉北町１７６０－１常　勤:    2 新規 腎臓内科、小児現存
     (医       2) 平30. 2. 1腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163720,170,2 ＲＯＳＡレディースク〒433-8125 053-412-2666松本　美奈子 松本　美奈子 平30. 3. 1産婦 診療所
     リニック 浜松市中区和合町２７－１３　和常　勤:    1 新規 現存
     合メディカルビル２階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164720,171,0 かしの樹クリニック 〒433-8122 053-416-0606柳生　友浩 柳生　友浩 平30. 5. 1内   他   皮  診療所
     浜松市中区上島６丁目３ー４１ 常　勤:    2 新規 血液内科 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2165720,172,8 ながたクリニック 〒430-0913 053-545-4432永田　武士 永田　武士 平30. 5. 1形外 皮   他  診療所
     浜松市中区船越町６－２１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166720,173,6 なかたにクリニック 〒431-1207 053-488-0123中谷　充 中谷　充 平30. 6. 1内   外   脳外診療所
     浜松市西区村櫛町３９９５－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167721,001,8 ワタセクリニック 〒435-0036 053(463)1155医療法人社団　康裕会小池　康崇 平17. 8. 1内   循   診療所
     浜松市南区渡瀬町３番地 常　勤:    1　理事長　小池　康崇 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168721,002,6 きたじま皮ふ科クリニ〒434-0026 053-584-5840医療法人社団　北島会北島　康之 平17. 8. 1皮   アレ 診療所
     ック 浜松市浜北区東美薗１６４０ー１常　勤:    1　理事長　北島　康之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169721,003,4 医療法人社団誠琉舎し〒431-0102 053-596-2080医療法人社団誠琉舎　白松　兼次 平17. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     らまつ整形外科 浜松市西区雄踏町宇布見３９８５常　勤:    1理事長　白松　兼次 組織変更 現存
     －１ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170721,004,2 みやもと医院 〒430-0913 053-469-5588医療法人社団　みやも宮本　繁仁 平17. 8. 1リウ 整外 リハ診療所
     浜松市中区船越町３４－３ 常　勤:    2と医院　理事長　宮本 組織変更 小   アレ 現存
     (医       2)　繁仁 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171721,005,9 医療法人社団　三誠会〒434-0015 053-588-5000医療法人社団三誠会　杉本　昌宏 平17.12. 1療養       142病院
     　北斗わかば病院 浜松市浜北区於呂３１８１－１ 常　勤:    6理事長　杉本　昌宏 新規 内   神内 リウ現存
     (医       4) 平29.12. 1整外 リハ 
     (薬       2)
     非常勤:   96
     (医      95)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172721,006,7 みのりハートクリニッ〒430-0826 053-427-2211医療法人社団　みのり宮野　博史 平18. 1. 1循   呼   内  診療所
     ク 浜松市南区四本松町１９２ 常　勤:    1ハートクリニック　理 組織変更 外   現存
     (医       1)事長　宮野　博史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173721,007,5 こぼり整形外科クリニ〒433-8108 053-438-3133医療法人社団　真愛か小堀　かおり 平18. 1. 1一般         8診療所
     ック 浜松市北区根洗町５４８－２ 常　勤:    1おり会　理事長　小堀 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1)　眞 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2174721,008,3 ねもと内科クリニック〒435-0013 053-421-8877医療法人社団　エレガ根本　正樹 平18. 1. 1内   消   小  診療所
     浜松市東区天龍川町１１２３ 常　勤:    1ンス　理事長　根本　 組織変更 現存
     (医       1)正樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175721,009,1 わんぱくキッズクリニ〒433-8108 053-414-3189医療法人社団　聖母会野田　昌代 平18. 1. 1小   診療所
     ック 浜松市北区根洗町５４８－１ 常　勤:    1　理事長　野田　恒夫 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176721,011,7 医療法人社団　綾和会〒430-0846 053-443-2111医療法人社団綾和会　梅原　慶太 平18. 4. 1一般        50病院
     　浜松南病院 浜松市南区白羽町２６番地 常　勤:   15理事長　横田　通夫 新規 療養       100現存
     (医      13) 平30. 4. 1内   他   外  
     (薬       2) 整外 ひ   呼内
     非常勤:   92 脳内 リウ リハ
     (医      92) 皮   
     消化器内科　肛
     門外科循環器内
     科　糖尿病・内
     分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177721,012,5 医療法人三石会　中西〒432-8061 053-447-1611医療法人　三石会　理中西　昌 平19. 9. 1整外 内   リハ診療所
     整形外科医院 浜松市西区入野町１６１０１－１常　勤:    2事長　中西　昌 移動 現存
     ６ (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178721,013,3 玉井眼科医院 〒432-8002 053(475)5150医療法人社団　秀裕会玉井　裕子 平18. 4. 1眼   診療所
     浜松市中区富塚町３７７９－２８常　勤:    2　理事長　玉井　春子 組織変更 現存
     ７ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179721,014,1 ピュアレディースクリ〒432-8069 053-440-4188医療法人社団　新生　篠原　道興 平18. 8. 1一般        14診療所
     ニック 浜松市西区志都呂２－１２－７ 常　勤:    1理事長　篠原　道興 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180721,015,8 岡井内科医院 〒431-3114 053-435-1002医療法人社団　兼五会岡井　高 平18. 8. 1内   消   呼  診療所
     浜松市東区積志町１０８ 常　勤:    1　理事長　岡井　高 組織変更 循   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181721,016,6 こどもクリニックわだ〒431-3105 053-431-6333医療法人社団　ウェル和田　力也 平18. 8. 1小   アレ 診療所
     浜松市東区笠井新田町６９４－３常　勤:    1キッズ　理事長　和田 組織変更 現存
     (医       1)　力也 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2182721,017,4 杉山整形外科 〒434-0031 053-584-3700医療法人社団　大晃会杉山　榮治 平18. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市浜北区小林１５４６ー１ 常　勤:    1　理事長　杉山　榮治 組織変更 外   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183721,018,2 とみなが整形外科 〒430-0812 053-467-5000ＮＰＯ法人メディカル冨永　整 平18.10. 1整外 リハ 診療所
     浜松市南区本郷町１３０３－１１常　勤:    1ケア　理事長　田中　 新規 休止
     (医       1)秀幸 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184721,019,0 山下ハートクリニック〒431-3101 053-435-8800医療法人社団　豊心会山下　一弘 平19. 1. 1一般         5診療所
     浜松市東区豊町６７１－１ 常　勤:    1　理事長　山下　一弘 組織変更 循   内   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185721,020,8 坂の上ファミリークリ〒433-8113 053-416-1640医療法人社団　心　理青木　茂 平19. 1. 1内   他   小  診療所
     ニック 浜松市中区小豆餅４－４－２０ 常　勤:    3事長　小野　宏志 組織変更 外   現存
     (医       3) 平25. 1. 1循環器内科、緩
     和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186721,021,6 尾藤クリニック 〒435-0038 053-462-3939医療法人社団　ビット尾藤　博道 平19. 1. 1消   外   内  診療所
     浜松市南区三和町６１４－３ 常　勤:    1　理事長　尾藤　博道 組織変更 麻   小   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187721,022,4 メンタルクリニックク〒430-0944 053-413-4177医療法人社団　森沢会佐藤　昌典 平19. 1. 1心内 神   精  診療所
     ラルス 浜松市中区田町３１５－３４ウイ常　勤:    1　理事長　佐藤　昌典 組織変更 現存
     ンズ笠井屋ビル５Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188721,023,2 たかはし内科クリニッ〒432-8061 053-445-1322医療法人社団　たかは髙橋　利彰 平19. 1. 1内   消   小  診療所
     ク 浜松市西区入野町９４３６－１ 常　勤:    1し内科クリニック　理 組織変更 リハ 皮   現存
     (医       1)事長　髙橋　利彰 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189721,024,0 いとう整形外科クリニ〒432-8061 053-445-4000医療法人社団　藤栄会伊藤　正純 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 浜松市西区入野町９８６３－８ 常　勤:    1　理事長　伊藤　正純 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190721,025,7 とよだクリニック 〒430-0836 053-426-5800医療法人社団　とよだ豊田　高彰 平19. 1. 1内   呼   アレ診療所
     浜松市南区福島町２３７－１ 常　勤:    1　理事長　豊田　高彰 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191721,026,5 おかやま内科医院 〒432-8038 053-456-0220医療法人社団　もみの岡山　義美 平19. 1. 1内   循   皮  診療所
     浜松市中区西伊場町５７－６ 常　勤:    1おか　理事長　岡山　 組織変更 現存
     (医       1)義美 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192721,027,3 やすひろクリニック 〒432-8051 053-415-1005医療法人社団　啓愛会太田　策啓 平19. 1. 1内   リウ 小  診療所
     浜松市南区若林町１９４－１ 常　勤:    1　理事長　太田　策啓 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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 2193721,028,1 クリニック　ミズ　ソ〒433-8108 053-414-0700医療法人社団　聖母会野田　恒夫 平19. 2. 1産婦 診療所
     フィア 浜松市北区根洗町５４７－２ 常　勤:    2　理事長　野田　恒夫 新規 現存
     (医       2) 平25. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194721,029,9 ぴあクリニック 〒433-8108 053-414-3355医療法人社団　互啓会新居　昭紀 平19. 2. 1精   診療所
     浜松市北区根洗町５３７－２ 常　勤:    1　理事長　新居　昭紀 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195721,030,7 藤野内科医院 〒431-0211 053-592-4151医療法人社団　藤野内藤野　琢也 平19. 3. 1内   消   胃  診療所
     浜松市西区舞阪町舞阪２１２１ 常　勤:    1科医院　理事長　藤野 組織変更 循   小   放  現存
     (医       1)　琢也 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196721,031,5 内科リウマチ科福間ク〒430-0807 053-411-0202医療法人社団　尚仁会福間　尚文 平19. 4. 1内   リハ リウ診療所
     リニック 浜松市中区佐藤３ー７ー８ 常　勤:    1　理事長　福間　尚文 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197721,032,3 医療法人社団昌文会　〒432-8023 053(453)9781医療法人社団　昌文会木村　昌之 平19. 4. 1内   消   こう診療所
     木村内科消化器科クリ浜松市中区鴨江４－１９－２３ 常　勤:    1　理事長　木村　昌之 組織変更 現存
     ニック (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198721,033,1 医療法人社団りゅう整〒430-0929 053-450-0535医療法人社団　りゅう宮田　龍一 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     形外科 浜松市中区中央１－１５－５ 常　勤:    1整形外科　理事長　宮 組織変更 現存
     (医       1)田　龍一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199721,034,9 かけい医院 〒432-8018 053-452-8418医療法人社団　かけい山本　俊樹 平19. 4. 1内   脳外 外  診療所
     浜松市中区蜆塚３－８－５ 常　勤:    2医院　理事長　山本　 組織変更 神内 現存
     (医       1)俊樹 平25. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200721,035,6 吉井医院 〒435-0006 053-421-3223医療法人社団　正療会吉井　正義 平25. 6. 1内   小   他  診療所
     浜松市東区下石田町１２９９－１常　勤:    2　理事長　吉井　正義 移動 アレ 現存
     (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201721,037,2 すずの木皮膚科 〒435-0038 053-467-1241医療法人社団　すずの鈴木　健司 平19. 4. 1皮   診療所
     浜松市南区三和町６１４－１ 常　勤:    1木　理事長　鈴木　健 組織変更 現存
     (医       1)司 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2202721,038,0 宮田医院 〒431-2213 053-542-3633医療法人社団　明晴会宮田　晴夫 平19. 4. 1内   循   リハ診療所
     浜松市北区引佐町金指１５７８－常　勤:    1　理事長　宮田　晴夫 組織変更 小   現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203721,039,8 あいみるクリニック 〒431-0102 053-596-5037医療法人社団　健麗会磯村　徳 平19. 4. 1内   外   消  診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見４８６３常　勤:    1　理事長　磯村　徳 組織変更 こう 現存
     －１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204721,040,6 やまだ整形外科 〒430-0825 053-427-0500医療法人社団　新緑会山田　秀一 平19. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市南区下江町４５７ 常　勤:    1　理事長　山田　秀一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205721,041,4 加藤整形外科医院 〒430-0807 053-461-3068医療法人社団　ただし加藤　隆 平19. 4. 1外   整外 リハ診療所
     浜松市中区佐藤２ー２０ー１４ 常　勤:    2会　理事長　加藤　隆 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206721,042,2 鈴木内科消化器科医院〒432-8061 053-415-0101医療法人社団　健生会鈴木　秀治 平19. 5.15内   消   小  診療所
     浜松市西区入野町９８６３－６ 常　勤:    2　理事長　鈴木　秀治 新規 現存
     (医       2) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207721,043,0 ながはしクリニック 〒434-0044 053-584-5221医療法人社団　水嶋会永橋　正一 平19. 5. 1内   小   他  診療所
     浜松市浜北区内野２４０４－１ 常　勤:    1　理事長　永橋　正一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208721,045,5 牧原医院 〒431-2212 053(542)2256医療法人社団　牧原健牧原　衛 平19. 7. 1内   精   心内診療所
     浜松市北区引佐町井伊谷１７４１常　勤:    1仁会　理事長　牧原　 組織変更 小   現存
     (医       1)衛 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209721,046,3 和クリニック 〒432-8062 053-445-3339医療法人社団　和クリ鈴木　和恵 平19. 7. 1内   呼   アレ診療所
     浜松市南区増楽町１５１６－１ 常　勤:    1ニック　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       1)　和恵 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210721,047,1 十全記念病院 〒434-0042 053-586-1115医療法人社団　明徳会臼井　岳 平26. 4. 1一般        95病院
     (721,015,4) 浜松市浜北区小松１７００ 常　勤:   30　理事長　臼井　溢 移動 療養       204現存
     (医      21) 平26. 4. 1内   他   整外
     (歯       1) リウ 眼   耳い
     (薬       8) ひ   産婦 外  
     非常勤:   38 心外 脳外 形外
     (医      33) 皮   リハ 放  
     (歯       2) 麻   歯   歯外
     (薬       3) 矯歯 神内 
     他１０科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2211721,050,5 医療法人社団白百合　〒432-8069 053-440-4088医療法人社団　白百合山本　純子 平20. 9. 1皮   アレ 他  診療所
     ほしの皮ふ科クリニッ浜松市西区志都呂２－３８－１１常　勤:    1　理事長　星野　優子 組織変更 現存
     ク (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212721,051,3 チルドレンクリニック〒433-8117 053-420-6111医療法人社団　すこや辻　徹 平20. 9. 1小   アレ 診療所
     浜松市中区高丘東４－５－３０ 常　勤:    1か　理事長　辻　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213721,052,1 医療法人社団亀恵会　〒431-0203 053-597-1500医療法人社団　亀恵会村上　要 平20. 9. 1整外 外   リハ診療所
     かなめ整形外科 浜松市西区馬郡町６０４８ 常　勤:    1　理事長　村上　要 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214721,053,9 浜松市精神保健福祉セ〒430-0929 053-457-2709浜松市　浜松市長　鈴二宮　貴至 平21. 3. 1精   診療所
     ンター 浜松市中区中央１－１２－１県浜常　勤:    1木　康友 新規 現存
     松総合庁舎４階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215721,054,7 井伊谷ガーデンクリニ〒431-2216 053-528-2772医療法人社団　藤花会富澤　隆興 平21. 3. 1内   診療所
     ック 浜松市北区神宮寺町８番２４号 常　勤:    1　理事長　藤野　智丈 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216721,055,4 天竜厚生会第二診療所〒431-3423 053-583-0022社会福祉法人天竜厚生永山　建次 平21. 4. 1一般         6診療所
     浜松市天竜区渡ケ島２１６－３ 常　勤:    1会　理事長　山本　た 新規 療養        12現存
     (医       1)つ子 平27. 4. 1内   精   
     非常勤:   23
     (医      22)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217721,056,2 医療法人社団　永田眼〒435-0051 053-423-2535医療法人社団　永田眼永田　豊文 平21. 4. 1眼   診療所
     科 浜松市東区市野町２７０４ー２ 常　勤:    1科　理事長　永田　豊 組織変更 現存
     (医       1)文 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218721,057,0 ＥＮＴ名倉クリニック〒430-0919 053-466-8733医療法人社団　たんぽ名倉　三津佳 平21. 4. 1耳い アレ 気食診療所
     浜松市中区野口町３５７ 常　勤:    1ぽ　理事長　名倉　三 組織変更 現存
     (医       1)津佳 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2219721,058,8 医療法人社団　鶴友会〒433-8123 053-476-5500医療法人社団鶴友会　柿木　良夫 平21. 6. 1内   脳外 外  診療所
     　かきのきクリニック浜松市中区幸１―４―１５　プリ常　勤:    1理事長　柿木　良夫 新規 現存
     ンセスコート　１階 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220721,059,6 とだ消化器クリニック〒435-0051 053-421-8111医療法人社団　玄庵　戸田　央 平21.11. 1消   こう 外  診療所
     浜松市東区市野町２４６１－１ 常　勤:    1理事長　戸田　央 組織変更 内   現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221721,060,4 アイ眼科 〒430-0853 053-444-1000医療法人社団　アイ眼久保田　滋之 平21.11. 1眼   診療所
     浜松市南区三島町１１２５ 常　勤:    1科　理事長　久保田　 組織変更 現存
     (医       1)滋之 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222721,061,2 幸田クリニック 〒430-0825 053-426-2000医療法人社団　松濤会幸田　隆彦 平21.11. 1内   消   こう診療所
     浜松市南区下江町４４８ 常　勤:    2　理事長　幸田　隆彦 組織変更 他   現存
     (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223721,062,0 佐野内科クリニック 〒435-0052 053-422-7777医療法人社団和晃会　佐野　晃司 平21.12. 1内   他   診療所
     浜松市東区天王町１８１８ 常　勤:    2理事長　佐野　晃司 組織変更 腎臓内科（人工現存
     (医       2) 平27.12. 1透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224721,063,8 井原内科クリニック 〒430-0838 053-427-1112医療法人社団　山川会井原　道生 平22. 3. 1内   他   診療所
     浜松市南区鼡野町１７４－４ 常　勤:    1　理事長　井原　道生 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225721,064,6 医療法人　豊岡会　浜〒433-8103 053-439-0100医療法人豊岡会　理事有馬　聡 平22. 4. 1療養       230病院
     松とよおか病院 浜松市北区豊岡町１１０ 常　勤:    5長　千田　金吾 新規 内   整外 リハ現存
     (医       4) 平28. 4. 1他   呼内 
     (薬       1) 消化器内科、腎
     非常勤:   12 臓内科
     (医       8)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226721,067,9 内山眼科クリニック 〒434-0042 053-584-3000医療法人社団真善美　内山　真也 平22. 4. 1眼   診療所
     浜松市浜北区小松６９４ 常　勤:    1理事長　内山　真也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2227721,068,7 おざわ内科医院 〒435-0048 053(461)5030医療法人社団仁和会　小澤　一仁 平22. 4. 1内   循   小  診療所
     浜松市東区上西町３６の１２ 常　勤:    1理事長　小澤　一仁 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228721,069,5 つね医院 〒432-8002 053-472-2500医療法人社団順心会　津根　勲 平26. 8. 1内   他   診療所
     浜松市中区富塚町１５４７－１ 常　勤:    1理事長　津根　勲 移動 消化器内科・内現存
     (医       1) 平26. 8. 1視鏡内科・肝臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229721,071,1 小助川ファミリークリ〒431-0103 053-597-2511医療法人社団小助川フ小助川　雅巳 平22.10. 1小   内   外  診療所
     ニック 浜松市西区雄踏１－１６－１４ 常　勤:    1ァミリークリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　小助川　雅巳 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230721,072,9 山本内科クリニック 〒430-0925 053-413-7711医療法人社団緑の樹　山本　直樹 平22.11. 1内   他   小  診療所
     浜松市中区寺島町３００－１ 常　勤:    1理事長　山本　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231721,073,7 かわだ小児科アレルギ〒430-0901 053-475-8111医療法人社団康夢会　川田　康介 平22.11. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 浜松市中区曳馬６－８－１６ 常　勤:    1理事長　川田　康介 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232721,074,5 浜松葵アイクリニック〒433-8114 053-439-6622医療法人メディカルワ松永　茂登子 平23. 3. 1眼   診療所
     浜松市中区葵東２－１２－７ 常　勤:    2ン　理事長　栗原　英 交代 現存
     (医       2)史 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233721,075,2 沖健康クリニック 〒432-8036 053(452)3483医療法人社団さわやか沖　島助 平23. 4. 1内   診療所
     浜松市中区東伊場２－７ー１浜松常　勤:    1会　理事長　沖　島助 組織変更 現存
     商工会議所会館６Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234721,076,0 神﨑外科クリニック 〒433-8125 053-412-6220医療法人社団神﨑外科神﨑　正夫 平23. 5. 1外   放   他  診療所
     浜松市中区和合町２７－１３　和常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     合メディカルビル　３Ｆ (医       1)神﨑　正夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235721,077,8 おおしま皮膚科 〒435-0043 053-468-5577医療法人フロンティア大島　昭博 平23. 7. 1皮   診療所
     浜松市東区宮竹町９２ 常　勤:    1　理事長　大島　昭博 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2236721,078,6 子どものこころの診療〒432-8023 053-452-8080静岡県浜松市　浜松市山﨑　知克 平23. 9. 1精   小   診療所
     所 浜松市中区鴨江２－１１－１ 常　勤:    2長　鈴木　康友 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237721,079,4 みのる内科クリニック〒430-0853 053-444-6611医療法人社団まなも　次木　稔 平23.10. 1内   他   皮  診療所
     浜松市南区三島町１７８４－１ 常　勤:    1理事長　次木　稔 組織変更 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238721,080,2 たまこしクリニック 〒435-0046 053-411-2002医療法人社団たまこし玉腰　勝敏 平23.10. 1内   他   診療所
     浜松市東区丸塚町２６２ー１ 常　勤:    1　理事長　玉腰　勝敏 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239721,081,0 おおば小児科 〒433-8105 053-437-2222医療法人社団おおば小大場　悟 平23.11. 1小   アレ 診療所
     浜松市北区三方原町１２９３－１常　勤:    1児科　理事長　大場　 組織変更 現存
     (医       1)悟 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240721,082,8 にしお小児科 〒431-3114 053-431-1211医療法人社団にしお小西尾　公男 平23.11. 1小   アレ 診療所
     浜松市東区積志町１６３０－１ 常　勤:    1児科　理事長　西尾　 組織変更 現存
     (医       1)公男 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241721,083,6 もちの木診療所 〒437-0605 053-989-1700医療法人社団光久会　遠藤　徹郎 平24. 4. 1内   診療所
     浜松市天竜区春野町気田７７６－常　勤:    2理事長　遠藤　徹郎 新規 現存
     ５ (医       1) 平30. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242721,084,4 木村産科・婦人科 〒433-8104 053(439)1010医療法人社団ＭＡＭＭ木村　聡 平24. 4. 1一般        17診療所
     浜松市北区東三方町９４－３ 常　勤:    2Ｙ１０１０　理事長　 交代 産   婦   現存
     (医       2)木村　聡 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243721,085,1 かば記念病院 〒430-0801 053(461)0612医療法人社団明徳会　成瀬　寛夫 平24. 7. 1一般        44病院
     浜松市東区神立町５７０ 常　勤:    7理事長　臼井　溢 その他 産   婦   小  現存
     (医       7) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2244721,086,9 医療法人有心会さつき〒434-0012 053-580-0773医療法人有心会　理事杉山　大樹 平24.10. 1内   他   診療所
     の森クリニック 浜松市浜北区中瀬１６６５－２ 常　勤:    2長　前田　憲志 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245721,088,5 髙仲循環器クリニック〒432-8002 053-416-0022医療法人社団髙仲循環髙仲　知永 平24.10. 1他   診療所
     浜松市中区富塚町５０６９－８ 常　勤:    1器クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　髙仲　知永 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246721,089,3 シティークリニック 〒430-0926 053-450-8666医療法人社団Ｈ・Ｋ・加藤　俊彦 平25. 6. 1内   他   皮  診療所
     浜松市中区砂山町３２９－１グラ常　勤:    1Ｓ　理事長　加藤　俊 移動 ひ   現存
     ンドガーデンボンサンテ１階Ａ (医       1)彦 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247721,090,1 山中皮ふ科 〒432-8061 053-440-5151医療法人社団太一会　山中　克二 平24.11. 1皮   形外 アレ診療所
     浜松市西区入野町９８６３－７ 常　勤:    1理事長　山中　克二 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248721,091,9 佐鳴台あさひクリニッ〒432-8021 053-415-3500医療法人社団室生会　下村　旭 平25. 6. 3内   リウ 他  診療所
     ク 浜松市中区佐鳴台５－２０－１０常　勤:    1理事長　下村　旭 移動 現存
     (医       1) 平25. 6. 3
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249721,092,7 やまうち整形外科 〒430-0901 053-412-0007医療法人社団　風喜会山内　秀樹 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市中区曳馬５－４－４８ 常　勤:    1　理事長　山内　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250721,093,5 西鹿島眼科 〒431-3313 053-926-3411医療法人社団真覚会　加藤　勝 平25. 4. 1眼   診療所
     浜松市天竜区二俣町鹿島３０２－常　勤:    1理事長　上野　眞 新規 現存
     ７ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251721,095,0 エルム内科クリニック〒431-3125 053-431-4120医療法人社団　エルム中島　猛行 平25. 4. 1内   消   皮  診療所
     浜松市東区半田山５ー１７ー２２常　勤:    1会　理事長　中島　猛 組織変更 現存
     (医       1)行 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2252721,096,8 高丘北あさひクリニッ〒433-8119 053-430-5353医療法人社団　室生会田村　雅人 平25. 9. 1他   内   診療所
     ク 浜松市中区高丘北２－２９－６３常　勤:    1　理事長下村　旭 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253721,097,6 かじまち眼科 〒430-0927 053-452-2181医療法人社団岳大会　阿部　香一郎 平25.10. 1眼   診療所
     浜松市中区旭町１２－１遠鉄百貨常　勤:    1理事長　鈴木　智博 交代 現存
     店新館７階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254721,098,4 和恵会クリニック 〒432-8061 053-440-5500医療法人社団和恵会　猿原　孝行 平25.10. 1内   他   診療所
     浜松市西区入野町６４１３ 常　勤:    2理事長　猿原　大和 組織変更 その他標榜科：現存
     (医       2) 平25.10. 1高齢者精神科
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255721,099,2 仁クリニック 〒430-0901 053-472-7252医療法人社団　博音会中島　仁 平25.11. 1皮   形外 美外診療所
     浜松市中区曳馬６－２３－１６　常　勤:    2　理事長　中島　仁 新規 現存
     モリショウ第１ビル１０１ (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256721,100,8 医療法人社団静友会　〒432-8023 053-454-6661医療法人社団静友会　河野　誠 平25.12. 1産婦 診療所
     河野産婦人科医院 浜松市中区鴨江３－８０－１６ 常　勤:    1理事長　河野　誠 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257721,101,6 植田耳鼻咽喉科 〒432-8018 053-450-0800医療法人社団愛尚会　植田　洋 平25.12. 1耳い アレ 診療所
     浜松市中区蜆塚３－１－７ 常　勤:    1理事長　植田　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258721,102,4 平野医院 〒431-0102 053-592-1011医療法人社団平仁会　平野　力三 平25.12. 1内   他   小  診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見４８８９常　勤:    1理事長　平野　力三 組織変更 その他標榜科：現存
     －１ (医       1) 平25.12. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259721,103,2 和田医院 〒432-8044 053-444-5577医療法人社団朋久会　和田　朋彦 平25.12. 1内   他   産婦診療所
     浜松市中区南浅田２－１８－３８常　勤:    2理事長　和田　朋彦 組織変更 その他標榜科：現存
     (医       2) 平25.12. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260721,104,0 松井クリニック 〒435-0016 053-411-1611医療法人社団松誠会　松井　さおり 平26. 1. 1内   小   他  診療所
     浜松市東区和田町２００－２ 常　勤:    1理事長　松井　さおり 組織変更 その他標榜科：現存
     (医       1) 平26. 1. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2261721,105,7 坂の上在宅医療支援医〒433-8123 053-416-2014医療法人社団心　理事坂田　稔之 平26. 2. 1一般        19診療所
     院 浜松市中区幸４－３６－２ 常　勤:    2長　小野　宏志 新規 内   他   現存
     (医       2) 平26. 2. 1その他標榜科：
     緩和ケア内科・
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262721,106,5 ますい整形外科クリニ〒432-8045 053-413-1500医療法人社団　ますい増井　徹男 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 浜松市中区西浅田２－１－２１ 常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　増井　徹男 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263721,107,3 みうら整形外科 〒435-0016 053-411-1511医療法人社団　綾月会三浦　智彦 平26. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市東区和田町２００－１ 常　勤:    1　理事長　三浦　智彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264721,108,1 大脇産婦人科医院 〒430-0901 053-472-0103医療法人社団泰誠会　山口　智之 平27. 3. 1一般        12診療所
     浜松市中区曳馬３－３－２２ 常　勤:    1理事長　山口　智之 移動 産婦 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265721,109,9 樂天堂整形外科 〒435-0027 053-427-2525医療法人社団樂天堂　鈴木　純 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市南区下飯田町３９０－１ 常　勤:    1理事長　鈴木　純 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266721,110,7 たなか整形外科 〒433-8103 053-430-1500医療法人社団　杢人会田中　耕次郎 平26. 6. 1整外 リハ 診療所
     浜松市北区豊岡町３９８ 常　勤:    1　理事長　田中　久重 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267721,111,5 なかの呼吸器・アレル〒433-8112 053-430-5111医療法人社団Ｙ＆Ｒ　中野　豊 平26.11. 1他   アレ 診療所
     ギークリニック 浜松市北区初生町３８１－２ 常　勤:    1理事長　中野　豊 組織変更 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268721,112,3 あさのクリニック 〒432-8065 053-415-3535医療法人社団あさのク浅野　道雄 平26.11. 1他   外   診療所
     浜松市南区高塚町１６２８－１ 常　勤:    1リニック　理事長　浅 組織変更 消化器内科、肛現存
     (医       1)野　道雄 平26.11. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269721,113,1 そらまめ腎・泌尿器科〒433-8114 053-420-2111医療法人暢生堂　理事工藤　真哉 平27. 2. 1ひ   診療所
     クリニック 浜松市中区葵東２－１５－１６ 常　勤:    1長　蟹本　雄右 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2270721,114,9 医療法人有心会三澤ク〒430-0807 053-545-5057医療法人有心会　理事三沢　美帆 平27. 5. 1内   他   ひ  診療所
     リニック 浜松市中区佐藤３－３－１６ 常　勤:    2長　前田　憲志 新規 消化器内科、腎現存
     (医       2) 平27. 5. 1臓内科、人工透
     非常勤:    1 析内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271721,115,6 たつた皮フ科クリニッ〒433-8113 053-414-1112医療法人社団たつた　立田　朋子 平27. 5. 1皮   他   診療所
     ク 浜松市中区小豆餅２－１６－２５常　勤:    1理事長　立田　朋子 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272721,116,4 きょう耳鼻咽喉科 〒432-8068 053-482-3311医療法人社団姜美会　姜　洪仁 平27. 4. 1耳い 診療所
     浜松市西区大平台１－２２－２８常　勤:    1理事長　姜　洪仁 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273721,117,2 竹下耳鼻咽喉科 〒435-0043 053-462-8733医療法人社団有湧会　竹下　有 平27. 4. 1耳い 診療所
     浜松市東区宮竹町８９－１ 常　勤:    1理事長　竹下　有 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274721,118,0 寺田痛みのクリニック〒430-0906 053-476-1115医療法人社団ＴＲＤ　寺田　和弘 平27. 5. 1他   麻   リハ診療所
     浜松市中区住吉１ー２４－１ 常　勤:    1理事長　寺田　和弘 組織変更 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平27. 5. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275721,119,8 ながえ前立腺ケアクリ〒431-1304 053-522-5111医療法人社団Ｚ会　理永江　浩史 平27. 5. 1ひ   診療所
     ニック 浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    1事長　永江　浩史 組織変更 現存
     ２６１９ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276721,120,6 橘整形外科クリニック〒433-8123 053-412-0550医療法人社団　祥　理鈴木　祥浩 平27.10. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市中区幸１－１５－３　幸メ常　勤:    1事長　鈴木　祥浩 組織変更 現存
     ディカルビル１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277721,121,4 あつみ神経内科クリニ〒433-8125 053-474-4888医療法人社団　あつみ渥美　哲至 平27.10. 1神内 内   リハ診療所
     ック 浜松市中区和合町８４０－１ 常　勤:    2　理事長　渥美　哲至 組織変更 現存
     (医       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278721,122,2 飯尾皮膚科医院 〒430-0942 053-473-8522医療法人社団飯尾皮膚飯尾　健司 平27.11. 1皮   診療所
     浜松市中区元浜町３０２ 常　勤:    2科医院　理事長　飯尾 組織変更 現存
     (医       2)　健司 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2279721,123,0 アクトタワークリニッ〒430-7707 053-413-1124医療法人社団奨寿会　松浦　俊樹 平27.11. 1他   診療所
     ク 浜松市中区板屋町１１１－２浜松常　勤:    2理事長　松浦　俊樹 組織変更 産婦人科（生殖現存
     アクトタワー７階 (医       2) 平27.11. 1医療）、泌尿器
     科（不妊治療）
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280721,124,8 かたやま眼科 〒433-8119 053-430-0500医療法人社団渓楓会　片山　由佳里 平27.11. 1眼   診療所
     浜松市中区高丘北１－９－１０ 常　勤:    1理事長　片山　由佳里 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281721,125,5 ひかり在宅クリニック〒430-0852 053-461-3366医療法人社団鷹松会　川島　裕也 平28. 5. 1内   他   小  診療所
     浜松市中区領家２－１１－１２Ｔ常　勤:    2理事長　川島　裕也 新規 老年内科、ペイ現存
     －Ｂｕｉｌｄ１階 (医       2) 平28. 5. 1ンクリニック外
     非常勤:    4 科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282721,126,3 種部整形外科医院 〒431-1304 053-522-4121医療法人社団　優清会種部　秀之 平28. 4. 1整外 リハ 診療所
     浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    1　理事長　種部　秀之 組織変更 現存
     ２２５４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283721,127,1 やの胃腸肛門外科 〒433-8105 053-430-2300医療法人社団　明鳳会矢野　義明 平28. 4. 1他   内   リハ診療所
     浜松市北区三方原町２３６－１ 常　勤:    1　理事長　矢野　義明 組織変更 外科（胃腸・大現存
     (医       1) 平28. 4. 1腸・肛門）、血
     管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284721,128,9 冨田呼吸器アレルギー〒430-0906 053-412-2222医療法人社団　志晴　冨田　和宏 平28. 4. 1他   アレ 内  診療所
     内科医院 浜松市中区住吉１－４１－１９ 常　勤:    1理事長　冨田　和宏 組織変更 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285721,129,7 かみや整形外科クリニ〒433-8112 053-430-2727医療法人社団光秀会　神谷　光太郎 平28. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 浜松市北区初生町３８１－１ 常　勤:    1理事長　神谷　光太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286721,130,5 鈴木内科クリニック 〒433-8111 053-438-5255医療法人社団　永生会鈴木　秀樹 平28.11. 1内   他   アレ診療所
     浜松市中区葵西４ー２０ー１７ 常　勤:    1　理事長　鈴木　秀樹 組織変更 循環器内科、呼現存
     (医       1) 平28.11. 1吸器内科、漢方
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287721,131,3 宇佐美眼科 〒431-3105 053-432-8010医療法人社団　宇佐美宇佐美　好正 平28.11. 1眼   診療所
     浜松市東区笠井新田町２７７－２常　勤:    1　理事長　宇佐美　好 組織変更 現存
     (医       1)正 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2288721,132,1 きもとクリニック 〒433-8117 053-430-0080医療法人社団　くすの木本　理 平28.11. 1内   リウ 診療所
     浜松市中区高丘東４－６－４０ 常　勤:    1木会　理事長　木本　 組織変更 現存
     (医       1)理 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289721,133,9 大場クリニック 〒433-8125 053-476-8500医療法人社団　凛風　大場　宗徳 平28.11. 1内   他   診療所
     浜松市中区和合町２２０－２４８常　勤:    1理事長　大場　宗徳 組織変更 消化器外科、肛現存
     ６ (医       1) 平28.11. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290721,134,7 島田眼科 〒434-0038 053-585-7011医療法人ひまわり会　中石　仁 平28.12. 1眼   診療所
     浜松市浜北区貴布祢１２００　プ常　勤:    3理事長　伊藤　正吾 交代 現存
     レ葉ウォーク浜北２階 (医       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291721,135,4 天竜吉田医院 〒431-3314 053-925-8000医療法人社団鶺鴒　理吉田　達也 平28.12. 1内   リハ 放  診療所
     浜松市天竜区二俣町二俣２４０６常　勤:    2事長　吉田　達也 組織変更 現存
     －２ (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292721,136,2 かしわばら消化器クリ〒433-8113 053-414-2112医療法人社団秀武会　柏原　秀史 平29. 1. 1他   内   外  診療所
     ニック 浜松市中区小豆餅３－２２－２９常　勤:    1理事長　柏原　秀史 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293721,137,0 まつばやしこどもクリ〒433-8123 053-412-1234医療法人社団尾関会　松林　里絵 平29. 1. 1小   アレ 診療所
     ニック 浜松市中区幸１－１５－３　幸メ常　勤:    1理事長　松林　里絵 組織変更 現存
     ディカルビル２Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294721,138,8 たなか小児科 〒435-0052 053-421-4111医療法人社団クマノミ田中　敏郎 平29. 4. 1小   アレ 内  診療所
     浜松市東区天王町１９５３ 常　勤:    1会　理事長　田中　敏 組織変更 他   現存
     (医       1)郎 平29. 4. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295721,139,6 あさい眼科 〒433-8123 053-412-2220医療法人社団　彩雪会浅井　竜彦 平29. 6. 1眼   診療所
     浜松市中区幸１－１５－３幸メデ常　勤:    1　理事長　浅井　竜彦 組織変更 現存
     ィカルビル２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296721,140,4 まつむら整形外科 〒431-3105 053-432-8111医療法人社団まつむら松村　拓郎 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     浜松市東区笠井新田町１８０－１常　勤:    1整形外科　理事長　松 組織変更 現存
     (医       1)村　拓郎 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297721,141,2 伊藤医院 〒431-0201 053-415-3111医療法人社団和会　理伊藤　由裕 平29.12. 1外   他   皮  診療所
     浜松市西区篠原町２１５８９－１常　勤:    1事長　伊藤　和男 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
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 2298721,142,0 東山診療所 〒431-1102 053-414-2511社会福祉法人　慶成会金丸　英彦 平30. 4. 1内   診療所
     浜松市西区大山町２８４１－１ 常　勤:    1　理事長　小澤　優 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299721,143,8 樂天堂整形外科北医院〒433-8101 053-420-2501医療法人社団樂天堂　永井　博章 平30. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     浜松市北区三幸町１－６ 理事長　鈴木　純 新規 現存
     平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300721,144,6 小林内科・消化器内科〒432-8002 053-474-0110医療法人社団やまぼう小林　裕 平30. 5. 1内   他   診療所
     医院 浜松市中区富塚町１９２８－８ 常　勤:    2し　理事長　小林　裕 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301721,145,3 よしだ泌尿器科クリニ〒430-0906 053-412-5577医療法人社団よしだ泌吉田　将士 平30. 5. 1ひ   診療所
     ック 浜松市中区住吉１－２４－１　Ｎ常　勤:    1尿器科クリニック　理 組織変更 現存
     ＴＴ住吉ビル３Ｆ (医       1)事長　吉田　将士 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302730,003,3 月見の里・消化器内視〒437-0125 0538-48-5050小島　由光 小島　由光 平20. 5.15内   外   消  診療所
     鏡クリニック 袋井市上山梨一丁目３番地の４ 常　勤:    1 新規 胃   こう 現存
     (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303730,005,8 げんま内科・呼吸器内〒437-0032 0538-41-0055源馬　均 源馬　均 平21. 4. 1内   呼   アレ診療所
     科クリニック 袋井市豊沢１２８９－４１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304730,006,6 竹内眼科医院 〒437-0061 0538-44-5522竹内　康記 竹内　康記 平22. 7. 1眼   診療所
     袋井市久能１９７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305730,007,4 ふくろい旭眼科クリニ〒437-0015 0538-30-6363伊藤　丈詞 伊藤　丈詞 平22.10. 1一般         3診療所
     ック 袋井市旭町１－１－１１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306730,008,2 森本耳鼻咽喉科 〒437-0125 0538-30-1100森本　雅太 森本　雅太 平23. 5. 1耳い 他   診療所
     袋井市上山梨１－８－５ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307730,009,0 新木耳鼻咽喉科 〒437-0047 0538-45-1180新木　五月 新木　五月 平24. 3. 1耳い 診療所
     袋井市西田２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
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 2308730,011,6 上杉内科クリニック 〒437-0029 0538-41-3000上杉　研 上杉　研 平25. 4. 1内   循   診療所
     袋井市掛之上１９－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309730,013,2 たまがきこころのクリ〒437-0023 0538-41-1111玉垣　静恵 玉垣　静恵 平29. 2. 1心内 精   診療所
     ニック 袋井市高尾１７６３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310730,014,0 よしむら整形外科 〒437-0023 0538-45-0550吉村　伸ニ 吉村　伸ニ 平29. 4. 1整外 リハ 診療所
     袋井市高尾１７６９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311730,015,7 たなか循環器内科クリ〒437-0023 0538-41-0810田中　総一郎 田中　総一郎 平29.10. 1内   他   診療所
     ニック 袋井市高尾１７６６－１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312730,016,5 小早川整形リウマチク〒437-0061 0538-43-5800小早川　知範 小早川　知範 平30. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     リニック 袋井市久能１９６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313730,017,3 白木内科循環器クリニ〒437-0023 0538-43-9555白木　克典 白木　克典 平30. 4. 1内   他   診療所
     ック 袋井市高尾２５９－２ 常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314730,018,1 犬塚皮膚科クリニック〒437-1101 0538-30-2211犬塚　学 犬塚　学 平30. 5. 1皮   アレ 診療所
     袋井市浅羽１６２６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315731,001,6 野草こども診療所 〒437-0061 0538-48-5515医療法人社団　瑞祥会石垣　清水 平18.10.16小   アレ 診療所
     袋井市久能２８５５ー１ 常　勤:    1　理事長　石垣　清水 移動 現存
     (医       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316731,002,4 青葉こどもクリニック〒437-0023 0538-41-0852医療法人社団　こもれ伊藤　政孝 平18. 1. 1小   アレ 診療所
     袋井市高尾１７８０ 常　勤:    1び　理事長　伊藤　政 組織変更 現存
     (医       1)孝 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317731,003,2 とりい痛みのクリニッ〒437-0061 0538-45-1777医療法人社団　英明会鳥居　英文 平18. 5. 1麻   リハ 診療所
     ク 袋井市久能１９７１－４ 常　勤:    1　理事長　鳥居　英文 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 2318731,004,0 やまなしクリニック 〒437-0125 0538-30-1188医療法人社団　やまな家田　貴子 平19. 4. 1眼   耳い 診療所
     袋井市上山梨一丁目８番地の２ 常　勤:    2し　理事長　家田　貴 交代 現存
     (医       2)子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319731,005,7 可睡の杜レディースク〒437-0127 0538-49-5656医療法人社団　可睡の中村　潔史 平19. 4. 1一般         3診療所
     リニック 袋井市可睡の杜３１－６ 常　勤:    1杜レディースクリニッ 組織変更 婦   産   現存
     (医       1)ク　理事長　中村　潔 平25. 4. 1
     非常勤:    1史
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320731,006,5 精神科診療所　こひつ〒437-1311 0538-23-0660社会福祉法人　デンマ武井　陽一 平19. 7. 1精   心内 診療所
     じ診療所 袋井市山崎５９０２－１８５ 常　勤:    1ーク牧場福祉会　櫻井 新規 現存
     (医       1)　隆 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321731,008,1 堀尾医院 〒437-0125 0538-48-5119医療法人社団山梨堀尾堀尾　英克 平21.10. 1内   外   診療所
     袋井市上山梨１４８２－８ 常　勤:    1医院　理事長　堀尾　 新規 現存
     (医       1)英克 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322731,009,9 袋井市立聖隷袋井市民〒437-0061 0538-41-2777袋井市　袋井市長　原宮本　恒彦 平25. 6. 1一般       100病院
     病院 袋井市久能２５１５－１ 常　勤:    6田　英之 新規 療養        50現存
     (医       6) 平25. 6. 1内   脳外 整外
     非常勤:   83 リハ 
     (医      83)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323731,010,7 袋井市休日急患診療室〒437-0061 0538-84-9131袋井市　袋井市長　原大草　康弘 平26. 4. 1内   小   外  診療所
     袋井市久能２５１５－１ 常　勤:    4田　英之 新規 現存
     (医       4) 平26. 4. 1
     非常勤:  170
     (医     104)
     (薬      66)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324731,011,5 溝口ファミリークリニ〒437-1122 0538-23-8300医療法人社団ＭＦＣ　溝口　哲弘 平27.11. 1内   小   神内診療所
     ック 袋井市浅岡４５－１ 常　勤:    2理事長　溝口　哲弘 組織変更 アレ 他   皮  現存
     (医       2) 平27.11. 1漢方内科、糖尿
     非常勤:    2 病内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325731,012,3 ふくろいマタニティク〒437-0022 0538-41-2121医療法人社団静産会　田中　一範 平28. 6. 1一般        15診療所
     リニック 袋井市方丈６－１０－２７ 常　勤:    1理事長　大橋　涼太 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2326731,013,1 医療法人有心会ひろク〒437-0123 0538-48-5200医療法人有心会　理事矢野　浩樹 平28.12.16内   他   診療所
     リニック 袋井市下山梨２０７０ 常　勤:    1長　前田　憲志 交代 人工透析内科 現存
     (医       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327740,001,5 佐野医院 〒436-0047 0537-61-1155佐野　克行 佐野　克行 平17. 9. 1ひ   内   診療所
     掛川市長谷１－１２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328740,003,1 髙松ストレスケア・ク〒436-0056 0537-23-6200髙松　康治 髙松　康治 平18. 7. 1精   心内 診療所
     リニック 掛川市中央１－３－１１Ｖｅｎｔ常　勤:    1 新規 現存
     Ｂｒｉｌｌａｎｔ　２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329740,004,9 くにお皮フ科 〒436-0086 0537-24-0092増田　邦男 増田　邦男 平18. 7. 1皮   アレ 診療所
     掛川市宮脇二丁目１１番地の２４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330740,006,4 伊東内科クリニック 〒436-0043 0537-22-1110伊東　武志 伊東　武志 平19. 5.15内   診療所
     掛川市大池９６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331740,007,2 佐藤医院 〒437-1301 0537-48-2246佐藤　慶仁 佐藤　慶仁 平19. 7. 1内   小   皮  診療所
     掛川市横須賀１６１９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332740,008,0 吉田内科医院 〒436-0086 0537-61-0005吉田　誠司 吉田　誠司 平19. 9.15内   循   診療所
     掛川市宮脇一丁目１１番地の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333740,009,8 金子医院 〒436-0013 0537-23-2233金子　正利 金子　正利 平21. 6. 1整外 診療所
     掛川市子隣１７１―１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334740,012,2 ながやま医院 〒436-0030 0537-61-1181永山　雅晴 永山　雅晴 平22. 9. 1内   他   アレ診療所
     掛川市杉谷南２－１４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335740,014,8 城東こころのクリニッ〒436-0086 0537-61-1655御園生　篤志 御園生　篤志 平23. 1. 1心内 精   他  診療所
     ク 掛川市宮脇一丁目１５番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2336740,015,5 吉岡クリニック 〒436-0091 0537(23)1255吉岡　邦晃 吉岡　邦晃 平24. 4.15内   精   神内診療所
     掛川市城下３ー１ 常　勤:    3 交代 放   他   現存
     (医       3) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337740,019,7 菅沼医院 〒437-1421 0537-72-2506菅沼　和人 菅沼　和人 平27. 9. 1内   診療所
     掛川市大坂１４２６－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338740,020,5 みかさクリニック 〒436-0342 0537-28-0902奥田　洋史 奥田　洋史 平28. 8. 1整外 内   リハ診療所
     掛川市上西郷４１０３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339741,001,4 医療法人社団海仁　か〒436-0051 0537(23)1660医療法人社団　海仁　大城　三和子 平18. 5. 1一般        15診療所
     け川　海谷眼科 掛川市中宿４６ 常　勤:    1理事長　海谷　忠良 交代 眼   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340741,002,2 ふじファミリークリニ〒436-0042 0537-23-3841医療法人社団　一色会山崎　慶介 平26.10. 1内   小   他  診療所
     ック 掛川市二瀬川１１－２ 常　勤:    1　理事長　山崎　慶介 移動 循環器内科、呼現存
     (医       1) 平26.10. 1吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341741,003,0 ながおか内科 〒436-0043 0537-22-4436医療法人社団　ハート長岡　憲保 平19. 7. 1内   循   診療所
     掛川市大池１４３５ 常　勤:    1会　理事長　長岡　憲 組織変更 現存
     (医       1)保 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342741,004,8 クリニックさくら 〒436-0111 0537-26-2888医療法人社団Ｙ＆Ｊ　福田　有佳 平22.11. 1一般         2診療所
     掛川市本郷１９８－３ 常　勤:    1理事長　福田　有佳 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平28.11. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343741,005,5 中村整形外科 〒436-0047 0537-62-0211医療法人社団滋翔会　中村　滋 平23.11. 1整外 リハ リウ診療所
     掛川市長谷２－１４－１１ 常　勤:    1理事長　中村　滋 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344741,006,3 ひぐち呼吸器内科医院〒436-0022 0537-21-6110医療法人社団ひぐち呼樋口　健司 平23.11. 1内   アレ 小  診療所
     掛川市上張２６１－３ 常　勤:    1吸器内科医院　理事長 組織変更 他   現存
     (医       1)　樋口　健司 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345741,007,1 内山循環器内科 〒436-0026 0537-62-4123医療法人社団　内山循内山　博英 平25. 4. 1内   循   診療所
     掛川市下俣南３－２－１ 常　勤:    1環器内科　理事長　内 組織変更 現存
     (医       1)山　博英 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2346741,008,9 掛川市・袋井市病院企〒436-8555 0537-21-5555掛川市・袋井市病院企宮地　正彦 平25. 5. 1一般       496病院
     (741,003,6) 業団立中東遠総合医療掛川市菖蒲ヶ池１－１ 常　勤:   91業団　企業長　宮地　 交代 一般（感染） 現存
     センター (医      88)正彦 平25. 5. 1    感染     4
     (歯       3) 内   神内 外  
     非常勤:   95 小外 呼外 整外
     (医      92) リウ 脳外 小  
     (歯       3) 産婦 ひ   皮  
     眼   耳い 麻  
     リハ 歯外 精  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347741,009,7 小笠掛川急患診療所 〒436-0030 0537-61-1299静岡県掛川市　掛川市加藤　進 平27. 4. 1内   小   外  診療所
     (741,005,1) 掛川市杉谷南１－１－３０ 常　勤:    1長　松井　三郎 新規 歯   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:  234
     (医      70)
     (歯      56)
     (薬     108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348741,010,5 医療法人社団　綾和会〒436-0030 0537-23-7111医療法人社団　綾和会飯田　貴之 平27. 4. 1療養       240病院
     　掛川東病院 掛川市杉谷南１－１－１ 常　勤:    9　理事長　横田　通夫 新規 内   整外 リハ現存
     (医       9) 平27. 4. 1
     非常勤:   65
     (医      65)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349741,011,3 おの耳鼻咽喉科 〒436-0086 0537-21-3311医療法人社団優愛会　小野　智裕 平28.12. 1耳い 診療所
     掛川市宮脇２－１１－８ 常　勤:    1理事長　小野　智裕 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350741,012,1 あかりクリニック 〒436-0342 0537-23-0277一般財団法人福祉医療美﨑　昌子 平29.11. 1内   他   小  診療所
     掛川市上西郷５２８－１ 常　勤:    1推進事業団　代表理事 新規 整外 リハ 現存
     (医       1)　吉岡　章 平29.11. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351810,051,5 はまだ内科 〒431-1414 053(524)1199濱田　有一 濱田　有一 平 4. 7.15内   診療所
     浜松市北区三ヶ日町三ヶ日８８４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352810,055,6 町田眼科医院 〒431-1304 053-527-3553町田　拓幸 町田　拓幸 平14. 2. 1眼   診療所
     浜松市北区細江町中川１９６７－常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       2) 平26. 2. 1
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 2353810,056,4 クリニックかねこ 〒431-1304 053-527-2018金子　寛 金子　寛 平15. 3. 1内   心外 こう診療所
     浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    1 新規 胃   リハ 小  現存
     １７０３ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354810,057,2 奥山診療所 〒431-2224 053-543-0013名倉　康雄 名倉　康雄 平16. 9.16内   診療所
     浜松市北区引佐町奥山３０５－６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355810,058,0 奥山診療所川名出張診〒431-2202 053-544-0054名倉　康雄 名倉　康雄 平23. 4. 1内   小   診療所
     療所 浜松市北区引佐町川名４７０－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356810,059,8 みかえ内科クリニック〒431-1402 053-526-0500中村　美加栄 中村　美加栄 平16.10.15内   呼   アレ診療所
     浜松市北区三ヶ日町都筑２４８８常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     －１ (医       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357811,001,9 浜松市引佐鎮玉診療所〒431-2534 053-528-5800浜松市　浜松市長　鈴柿澤　弘康 平26. 4. 1内   診療所
     浜松市北区引佐町別所２１９－５常　勤:    1木　康友 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358811,004,3 引佐赤十字病院 〒431-2213 053(542)0115日本赤十字社　社長　山本　隆久 昭44.10. 1療養 病院
     浜松市北区引佐町金指１０２０番常　勤:    5近衞　忠煇     療養    99現存
     地 (医       3) 平29.10. 1内   整外 リハ
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359811,007,6 十字の園診療所 〒431-1304 053(436)9535社会福祉法人十字の園後藤　幸一 昭43.10. 1内   診療所
     浜松市北区細江町中川７２２０の常　勤:    1　平井　章 現存
     １１ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360811,009,2 浜松市引佐鎮玉診療所〒431-2537 053-545-0423浜松市長　鈴木　康友柿澤　弘康 昭51.10.15内   診療所
     渋川出張診療所 浜松市北区引佐町渋川２番地の１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361811,012,6 長田医院 〒431-1305 053(522)0105医療法人社団長生会　長田　達郎 平13.11. 1内   消   小  診療所
     浜松市北区細江町気賀１４４－３常　勤:    1理事長　長田　達郎 移動 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2362811,013,4 医療法人社団　気賀渥〒431-1305 053-522-1462医療法人社団　気賀渥渥美　正典 平11.11. 1一般        16診療所
     美医院 浜松市北区細江町気賀５０６ー２常　勤:    1美医院　理事長　渥美 移動 内   小   産  現存
     (医       1)　正典 平29.11. 1婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363811,014,2 林医院 〒431-2212 053(542)0072医療法人社団　いなさ林　淳一郎 昭35.12.19内   診療所
     浜松市北区引佐町井伊谷６３５ 常　勤:    1林医院　理事長　林　 現存
     (医       1)淳一郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364811,015,9 越川医院 〒431-1305 053(522)0008医療法人社団　細江越越川　健 昭53. 4. 1胃   外   整外診療所
     浜松市北区細江町気賀９７２番地常　勤:    1川医院　理事長　越川 耳   現存
     (医       1)　健 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365811,016,7 医療法人社団早友会　〒431-1404 053(524)1000医療法人社団早友会　黒柳　忠正 昭56. 4. 1内   整外 呼  診療所
     クロヤナギ医院 浜松市北区三ヶ日町宇志３４－１常　勤:    2クロヤナギ医院　理事 胃   現存
     (医       2)長　黒柳　友伸 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366811,018,3 三ケ日中央外科 〒431-1415 053(524)1481医療法人社団　三陽会加陽　直実 平 3. 3. 1一般        16診療所
     浜松市北区三ヶ日町岡本８２３ー常　勤:    1　理事長　加陽　直実 内   呼   胃  現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1小   外   整外
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367811,020,9 浜松市引佐伊平診療所〒431-2205 053-544-0263静岡県浜松市　浜松市坂西　和恵 平 7. 4. 1内   診療所
     浜松市北区引佐町伊平５９１ー４常　勤:    1長　鈴木　康友 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368811,021,7 金指こどもクリニック〒431-2213 053-542-1055医療法人社団　金指こ山田　克己 平11. 1. 1小   診療所
     浜松市北区引佐町金指１５４７ー常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     ９ (医       1)長　山田　克己 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369811,022,5 縣医院 〒431-1414 053-525-0120医療法人社団　中郷会縣　陽太郎 平11. 1. 1内   小   診療所
     浜松市北区三ヶ日町三ヶ日６５３常　勤:    2　理事長　縣　陽太郎 組織変更 現存
     －２ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370811,023,3 浜名湖エデンの園診療〒431-1304 053-439-1600社会福祉法人　聖隷福日置　弥之 平12. 4. 1内   診療所
     所 浜松市北区細江町中川７２２０ー常　勤:    1祉事業団　理事長　山 新規 現存
     ９９ (医       1)本　敏博 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2371811,024,1 医療法人暢生堂　細江〒431-1304 053-527-2011医療法人暢生堂　理事蟹本　雄右 平13.12. 1一般        19診療所
     クリニック 浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    3長　蟹本　雄右 新規 ひ   内   外  現存
     ２４１８ (医       3) 平25.12. 1皮   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372820,100,8 安達産婦人科小児科医〒431-0302 053(594)3555安達　武士 安達　武士 昭52. 9.15一般        14診療所
     院 湖西市新居町新居字渡場２０９７常　勤:    1 小   産婦 現存
     －１ (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373820,104,0 新村医院 〒431-0302 053(594)0080新村　昌平 新村　昌平 昭55. 4. 1内   小   診療所
     湖西市新居町新居３３５４番地の常　勤:    1 現存
     ２７ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374820,114,9 すずき整形外科 〒431-0301 053-594-7277鈴木　博 鈴木　博 平 7. 5. 1整外 リハ 診療所
     湖西市新居町中之郷３６３６－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375820,117,2 大久保小児科内科クリ〒431-0303 053-594-7311大久保　利武 大久保　利武 平10. 4. 1内   小   アレ診療所
     ニック 湖西市新居町浜名１６８ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376820,118,0 仁瓶整形外科医院 〒431-0102 053-592-1027仁瓶　芳樹 仁瓶　芳樹 平10. 7. 1整外 リハ 外  診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見８１１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377820,119,8 みなとクリニック 〒431-0302 053-595-0780鈴木　隆 鈴木　隆 平11. 5. 1内   循   診療所
     湖西市新居町新居４８６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378820,120,6 正田医院 〒431-0214 053-592-0251正田　栄 正田　栄 平12. 1.23内   循   小  診療所
     浜松市西区舞阪町弁天島２７３１常　勤:    1 交代 外   リハ 放  現存
     －１ (医       1) 平30. 1.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379820,121,4 弁天島田中外科クリニ〒431-0214 053-597-1888田中　保寿 田中　保寿 平12.10.15外   消   こう診療所
     ック 浜松市西区舞阪町弁天島２６５８常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ー９５ (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2380820,122,2 加藤医院 〒431-0102 053(592)1059加藤　一晴 加藤　一晴 平14.10. 9内   消   眼  診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見７９８７常　勤:    1 交代 現存
     ー１１ (医       1) 平26.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381821,004,1 鈴木医院 〒431-0102 053(592)1050医療法人社団　和進会鈴木　敏生 昭32.10. 1一般        15診療所
     浜松市西区雄踏町宇布見８９１０常　勤:    1　理事長　鈴木　敏生 内   胃   小  現存
     番地の１ (医       1) 平29. 1. 1外   整外 こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382821,006,6 舞阪クリニック 〒431-0212 053-596-1116医療法人社団　山仁会小山　仁 平12.10. 1消   外   内  診療所
     浜松市西区舞阪町長十新田９８ー常　勤:    1　理事長　小山　仁 移動 こう リハ 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383821,009,0 あらい青葉クリニック〒431-0302 053-594-0044医療法人社団　あらい藤田　周子 平19. 4. 1内   小   診療所
     湖西市新居町新居３３６０ー２ 常　勤:    1青葉クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　藤田　周子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384830,038,8 加藤産科婦人科医院 〒434-0026 053(587)4103加藤　哲夫 加藤　哲夫 昭59.12. 1一般         8診療所
     浜松市浜北区東美薗１４６０－６常　勤:    1 産婦 産   婦  現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385830,044,6 高倉クリニック 〒434-0033 053(586)1835高倉　英博 高倉　英博 昭61.10.23一般         8診療所
     浜松市浜北区西美薗２６１４番地常　勤:    1 内   呼   外  現存
     (医       1) 平28.10.23皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386830,046,1 小児科　竹内医院 〒434-0036 053(587)1162竹内　淳 竹内　淳 平10. 4.11小   診療所
     浜松市浜北区横須賀７１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387830,053,7 服部医院 〒434-0037 053(586)2221服部　浩 服部　浩 昭64. 1. 1一般         7診療所
     浜松市浜北区沼２６８ 常　勤:    1 産婦 小   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388830,055,2 河合クリニック 〒434-0038 053(587)1771河合　俊 河合　俊 平元. 8. 1一般         7診療所
     浜松市浜北区貴布弥３１３－１０常　勤:    1 内   小   産婦現存
     (医       1) 平28. 8. 1婦   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389830,057,8 花の木眼科 〒434-0014 053(586)7501鈴木　真貴子 鈴木　真貴子 平 2. 1.15眼   診療所
     浜松市浜北区本沢合８１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2390830,059,4 田中皮膚科医院 〒434-0044 053(586)8600田中　るみ子 田中　るみ子 平 3. 7.15皮   診療所
     浜松市浜北区内野２６４０の１ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391830,061,0 花の木眼科　内野分院〒434-0044 053(586)5050鈴木　敬 鈴木　敬 平 4. 9. 1眼   診療所
     浜松市浜北区内野２２５９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392830,062,8 横田整形外科 〒434-0042 053(586)2025横田　直也 横田　直也 平 5. 1.16外   整外 リハ診療所
     浜松市浜北区小松４６６９番地 常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393830,067,7 まぶち整形外科 〒434-0015 053(588)0231間渕　公一郎 間渕　公一郎 平 5. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市浜北区於呂２０１３番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394830,069,3 野田内科循環器科医院〒434-0038 053(585)1300野田　直久 野田　直久 平 6. 7. 1内   循   診療所
     浜松市浜北区貴布祢２７７の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395830,070,1 ほんま耳鼻いんこう科〒434-0042 053(586)5155本間　芳人 本間　芳人 平10. 5.15耳い 診療所
     浜松市浜北区小松１８７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396830,074,3 岡田整形外科 〒434-0012 053-580-0366岡田　雅仁 岡田　雅仁 平12. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     浜松市浜北区中瀬５２ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397830,076,8 田所クリニック 〒434-0044 053-584-3366田所　茂 田所　茂 平12.10. 1内   外   皮  診療所
     浜松市浜北区内野１２３９ 常　勤:    1 新規 ひ   他   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398830,080,0 かずえ皮膚科クリニッ〒434-0033 053-584-6363鈴木　和恵 鈴木　和恵 平14. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 浜松市浜北区西美薗２５２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399830,082,6 中川クリニック 〒434-0036 053-584-3433中川　明彦 中川　明彦 平14.11. 1外   内   他  診療所
     浜松市浜北区横須賀６９１ 常　勤:    1 新規 消化器内科、肛現存
     (医       1) 平26.11. 1門内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400830,083,4 東漢堂内科クリニック〒433-8113 053-430-1188藤井　則弘 藤井　則弘 平19.11.16内   消   小  診療所
     浜松市中区小豆餅１－１７－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11.16
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 2401831,009,8 宮口こんどうクリニッ〒434-0004 053(589)8335医療法人社団清恵会　近藤　清治 昭32.10. 1一般        14診療所
     ク 浜松市浜北区宮口８０８－２ 常　勤:    1理事長　近藤　清治 内   呼   消  現存
     (医       1) 平28. 1. 1循   小   外  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402831,010,6 石井第一眼科 〒434-0042 053(586)4601医療法人社団愛志会　石井　るみ子 昭32.10. 1内   小   外  診療所
     浜松市浜北区小松４４５５－１ 常　勤:    1理事長　石井　廣重 眼   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403831,011,4 石井第一産科・婦人科〒434-0042 053(586)6166医療法人社団愛志会　石井　廣重 昭62.11. 1一般        14診療所
     クリニック 浜松市浜北区小松４４９８－５ 常　勤:    1理事長　石井　廣重 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平28. 4. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404831,014,8 キブネ眼科医院 〒434-0037 053-587-7220医療法人社団　清月会月花　亮 昭52. 4.15眼   診療所
     浜松市浜北区沼１０４－１ 常　勤:    1　理事長　月花　亮 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405831,015,5 山下クリニック 〒434-0011 053(583)1313医療法人社団一哲会　山下　哲生 平元. 8. 1内   消   循  診療所
     浜松市浜北区上島４６２－２ 常　勤:    1山下クリニック　理事 皮   現存
     (医       1)長　山下　哲生 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406831,017,1 浜松市発達医療総合福〒434-0023 053(586)8801静岡県浜松市　浜松市平野　浩一 平 4. 7. 1精   小   整外診療所
     祉センター　友愛のさ浜松市浜北区高薗７７５番地の１常　勤:    6長　鈴木　康友 眼   耳い 現存
     と診療所 (医       6) 平28. 7. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407831,018,9 吉田クリニック 〒434-0042 053(586)7600医療法人社団　吉田会吉田　毅 平 2. 9. 1内   外   脳外診療所
     浜松市浜北区小松２１５－２ 常　勤:    1　理事長　吉田　毅 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408831,019,7 岸本内科クリニック 〒434-0043 053(586)9100医療法人社団肇基会　岸本　肇 平 7. 1. 1内   呼   消  診療所
     浜松市浜北区中条２６９－２ 常　勤:    1理事長　岸本　肇 組織変更 循   小   気食現存
     (医       1) 平28. 1. 1リハ 心内 リウ
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409831,020,5 ひらの内科・泌尿器科〒434-0042 053-586-7800医療法人社団侑 会　平野　恭弘 平 7. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     クリニック 浜松市浜北区小松９７ー１ 常　勤:    1理事長　平野　恭弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2410831,021,3 小松診療所 〒434-0042 053(587)1711医療法人　社団　小松小林　正人 平 7. 8. 1内   消   小  診療所
     浜松市浜北区小松３３６－２ 常　勤:    1診療所　理事長　小林 組織変更 現存
     (医       1)　正人 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411831,022,1 メンタルクリニックダ〒434-0043 053(586)8001医療法人社団　至空会大嶋　正浩 平 8. 2. 1精   心内 他  診療所
     ダ 浜松市浜北区中条１８４４ 常　勤:    2　理事長　大嶋　正浩 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412831,024,7 西坂整形外科 〒434-0044 053(585)0550医療法人社団　西坂整西坂　米昭 平 9. 1. 1一般        19診療所
     浜松市浜北区内野１２２０番地 常　勤:    1形外科　理事長　西坂 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)　米昭 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413831,026,2 医療法人社団誠心会　〒434-0006 053(582)2311医療法人社団　誠心会犬飼　政美 平10. 3. 1療養       136病院
     浜北さくら台病院 浜松市浜北区四大地９－６８ 常　勤:   11　理事長　水本　弘 組織変更 介護        56現存
     (医       8) 平28. 3. 1精神       120
     (薬       3) 内   整外 リハ
     非常勤:    1 精   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414831,027,0 生協きたはま診療所 〒434-0034 053-584-1150浜北医療生活協同組合聞間　元 平10. 8. 1内   小   アレ診療所
     浜松市浜北区高畑１８ 常　勤:    2　理事長　渥美　邦夫 新規 放   リハ 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415831,028,8 遠江病院 〒434-0012 053(588)1880医療法人社団　大法会大城　公恵 平10.10. 1精神       199病院
     (831,006,0) 浜松市浜北区中瀬３８３２番地の常　勤:    5　理事長　大城　一 組織変更 内   精   神  現存
     １ (医       4) 平28.10. 1リハ 歯   
     (薬       1)
     非常勤:   27
     (医      25)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416831,029,6 医療法人社団竹内会　〒434-0042 053(586)4558医療法人社団　竹内会竹内　伸一 平11. 4. 1精神       162病院
     精神科・神経科浜北病浜松市浜北区小松３３１２ 常　勤:    7　理事長　竹内　伸一 組織変更 精   神   現存
     院 (医       5) 平29. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    5
     (医       5)
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 2417831,030,4 西遠クリニック 〒434-0026 053-586-1552医療法人社団　聖パウ松本　雄幸 平11. 9. 1内   神内 消  診療所
     浜松市浜北区東美薗１５４６ー８常　勤:    4ロ会　理事長　矢野　 交代 循   リウ 現存
     (医       4)陽三 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418831,032,0 浜名クリニック 〒434-0037 053-586-0555医療法人社団正徳会　坂尾　幸俊 平12. 6. 1一般         7診療所
     浜松市浜北区沼２３５ー１ 常　勤:    3理事長　坂尾　幸俊 組織変更 療養        12現存
     (医       3) 平30. 6. 1内   神内 他  
     非常勤:   30 呼   消   循  
     (医      30) リウ 
     内分泌内科・腎
     臓内科・老年内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419831,033,8 さとうクリニック 〒434-0012 053-580-0555医療法人社団　滋愛会佐藤　滋美 平14. 9. 1一般        14診療所
     浜松市浜北区中瀬１１００ー３ 常　勤:    1　理事長　佐藤　滋美 組織変更 こう 胃   外  現存
     (医       1) 平26. 9. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420831,034,6 浜松ＰＥＴ診断センタ〒434-0041 053-584-6581財団法人　浜松光医学西澤　貞彦 平15. 8.15内   放   診療所
     ー 浜松市浜北区平口５０００ 常　勤:    2財団　晝馬　明 新規 現存
     (医       2) 平27. 8.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421831,035,3 かわい内科消化器科 〒434-0004 053-580-1850医療法人社団　かわい河合　隆 平16. 1. 1内   消   小  診療所
     浜松市浜北区宮口３２５４ 常　勤:    1内科消化器科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　河合　隆 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422831,036,1 おおや整形外科 〒434-0044 053-584-3008医療法人社団孔明会　大谷　勝典 平16. 2. 1整外 リハ 診療所
     浜松市浜北区内野２６１６番地１常　勤:    1理事長　大谷　勝典 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423831,037,9 医療法人社団さわらび〒434-0026 053-585-6800医療法人社団　さわら加納　有市 平16. 4. 1耳い 診療所
     会　かのう耳鼻咽喉科浜松市浜北区東美薗１５７１ー１常　勤:    1び会　理事長　加納　 組織変更 現存
     (医       1)有市 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424831,038,7 桜町クリニック 〒434-0032 053-585-3213医療法人社団　エスケ櫻町　俊二 平17. 1. 1外   内   消  診療所
     浜松市浜北区道本２８－３ 常　勤:    1ーアール　理事長　櫻 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)町　俊二 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2425840,014,7 後藤内科医院 〒431-0427 053(572)3292後藤　雄太 後藤　雄太 昭55. 4. 1内   胃   循  診療所
     静岡県湖西市駅南四丁目２番３３常　勤:    1 小   現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426840,020,4 新所原医院 〒431-0424 053(577)0112門園　明 門園　明 昭63. 9. 1内   皮   耳い診療所
     湖西市新所原２－５－２６ い   気食 現存
     平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427840,025,3 林耳鼻咽喉科医院 〒431-0442 053-574-2315林　悦三 林　悦三 平18. 8. 1耳い 診療所
     湖西市古見６７１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428840,026,1 榛名医院 〒431-0421 053-578-1092榛名　正人 榛名　正人 平12. 7. 1内   循   診療所
     湖西市新所４０１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429840,027,9 いしはま医院 〒431-0422 053-573-0101石濱　徹義 石濱　徹義 平12.10.15内   消   小  診療所
     湖西市岡崎８８２ー４９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430840,028,7 西遠皮膚科アレルギー〒431-0431 053-574-3741石田　岳志 石田　岳志 平15. 5. 1皮   アレ 診療所
     クリニック 湖西市鷲津３３１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431840,029,5 ありき眼科 〒431-0431 053-576-0053有木　玄 有木　玄 平15. 6.15眼   診療所
     湖西市鷲津５７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432840,030,3 なかしま内科 〒431-0442 053-574-3317中嶌　秀康 中嶌　秀康 平15. 7.15内   消   診療所
     湖西市古見８６２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433840,031,1 なかむらクリニック 〒431-0427 053-577-5554中村　耕治 中村　耕治 平15. 9.15消   内   外  診療所
     湖西市駅南１－５－６ 常　勤:    1 新規 こう 皮   リハ現存
     (医       1) 平27. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434840,034,5 牛田クリニック 〒431-0431 053-574-2252牛田　知宏 牛田　知宏 平17. 9.15外   内   消  診療所
     湖西市鷲津７８６－１ 常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     (医       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435840,036,0 こいで整形外科・皮膚〒431-0442 053-575-1080小出　まさよ 小出　まさよ 平23. 1. 1整外 皮   リウ診療所
     科 湖西市古見８６１－１ 常　勤:    2 新規 リハ アレ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1　
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 2436840,037,8 疋田クリニック 〒431-0302 053-594-8222疋田　博之 疋田　博之 平24. 6. 1内   小   他  診療所
     湖西市新居町新居１３２３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437840,039,4 あらい眼科 〒431-0303 053-594-7104東芝　孝彰 東芝　孝彰 平25. 4. 1眼   診療所
     湖西市新居町浜名２０５ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438840,040,2 西湖西整形外科 〒431-0422 053-522-7001松下　聡 松下　聡 平29. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     湖西市岡崎１２８６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439841,009,6 伊藤医院 〒431-0411 053(578)0658医療法人社団與仁会　伊藤　健 昭45.11. 1内   小   診療所
     湖西市入出５０５番地 常　勤:    1理事長　伊藤　健 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440841,011,2 医療法人浜名会　浜名〒431-0423 053(577)2333医療法人浜名会　理事具　栄作 平17. 7. 1一般        89病院
     (841,004,3) 病院 湖西市新所岡崎梅田入会地字藤ヶ常　勤:   10長　具　栄作 移動 療養        44現存
     池１５－７０ (医       7) 平29. 7. 1介護        44
     (歯       2) 内   外   リハ
     (薬       1) 他   整外 脳外
     非常勤:   40 眼   ひ   歯外
     (医      39) 小   皮   呼内
     (薬       1) 消化器外科、消
     化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441841,012,0 きもと小児科 〒431-0431 053(576)1938医療法人　社団　きも木許　英樹 平 2. 4. 1小   診療所
     湖西市鷲津１１９１－１ 常　勤:    1と小児科　理事長　木 現存
     (医       1)許　英樹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442841,013,8 市立湖西病院 〒431-0431 053(576)1231静岡県湖西市　湖西市寺田　肇 平22. 3.23一般       196病院
     湖西市鷲津２２５９－１ 常　勤:   22長　影山　剛士 交代 内   神内 外  現存
     (医      17) 平28. 3.23呼外 心外 整外
     (薬       5) 脳外 形外 精  
     非常勤:   48 小   皮   ひ  
     (医      46) 婦   眼   耳い
     (薬       2) リハ 麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443841,014,6 長尾クリニック 〒431-0431 053-574-3222医療法人社団長尾クリ長尾　文之助 平27.11. 1内   他   小  診療所
     湖西市鷲津７４０－１ 常　勤:    2ニック　理事長　長尾 組織変更 循環器内科、糖現存
     (医       2)　文之助 平27.11. 1尿病内科
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 2444841,015,3 クリニック井田 〒431-0301 053-595-1188医療法人社団　敬愛の井田　勝也 平27.12. 1他   診療所
     湖西市新居町中之郷３６３６－２常　勤:    1里　理事長　井田　勝 組織変更 内科・外科（消現存
     ０ (医       1)也 平27.12. 1化器・乳腺）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445841,016,1 川口整形外科 〒431-0422 053-573-3737医療法人社団　川口整川口　裕充 平28.12. 1整外 リウ リハ診療所
     湖西市岡崎字伊賀谷２５８６－３常　勤:    1形外科　理事長　川口 組織変更 外   現存
     ８ (医       1)　裕充 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446961,048,8 浜松医科大学医学部附〒431-3192 053-435-2604国立大学法人浜松医科金山　尚裕 昭52.11.15一般       576特定機能
     (961,048,4) 属病院 浜松市東区半田山一丁目２０番１常　勤:  422大学　学長　今野　弘 精神        37病院
     号 (医     382)之 平29. 4. 1内   精   神  現存
     (歯      18) 循   小   外  
     (薬      22) 整外 形外 脳外
     非常勤:  107 心外 皮   ひ  
     (医     104) 産   婦   眼  
     (歯       3) 耳い リハ 放  
     麻   歯外 小外
     他   
     病理診断科、救
     急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447971,001,5 独立行政法人　国立病〒411-8611 0559(75)2000独立行政法人　国立病中野　浩 昭53. 7. 1一般       450病院
     (971,001,1) 院機構　静岡医療セン駿東郡清水町長沢７６２－１ 常　勤:   78院機構　理事長　楠岡 内   呼内 他  現存
     ター (医      74)　英雄 平29. 7. 1神内 精   小  
     (歯       2) 外   整外 リウ
     (薬       2) リハ 形外 脳外
     非常勤:   13 呼外 心外 小外
     (医      13) 皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     放   歯外 麻  
     消化器内科、循
     環器内科、病理
     診断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448981,008,8 国立病院機構天竜病院〒434-0015 053(583)3111独立行政法人国立病院早川　啓史 昭53. 7. 1一般 病院
     (981,008,4) 浜松市浜北区於呂４２０１－２ 常　勤:   33機構　理事長　楠岡　     一般   258現存
     (医      31)英雄 平29. 7. 1結核        20
     (薬       2) 精神
     非常勤:   17     精神    50
     (医      15) 内   神内 呼  
     (歯       2) 小   外   整外
     呼外 リハ 放  
     アレ 歯   他  
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 2449981,009,6 独立行政法人国立病院〒420-8688 054(245)5446独立行政法人　国立病井上　有史 昭53. 7. 1一般       410病院
     (981,009,2) 機構　静岡てんかん　静岡市葵区漆山８８６番地 常　勤:   25院機構　理事長　楠岡 内   精   神内現存
     神経医療センター (医      24)　英雄 平29. 4. 1小   脳外 リハ
     (薬       1) 放   歯   麻  
     非常勤:   14
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450986,018,2 国立駿河療養所 〒412-8512 0550(87)1711厚生労働省　厚生労働三宅　智 昭57.10. 1一般       267病院
     (986,018,8) 御殿場市神山１９１５ 常　勤:    7大臣 内   外   皮  現存
     (医       4) 平24.10. 1眼   耳   歯  
     (歯       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


