
医療機関名 医師名 市町 所在地 電話
下田メディカルセンター 湊　志仁 下田市 下田市6-4-10 0558-25-2525
公益社団法人地域医療振興協会いなずさ診療所 川﨑　祝 下田市 下田市箕作字横世ノ米385-4 0558-28-3111
河井医院 河井　文健・河井　栄 下田市 下田市2丁目13-3 0558-22-0028
のぞみ記念下田循環器・腎臓クリニック 花房　雄治 下田市 下田市高馬147番地1 0558-23-3113
荒木内科小児科医院 荒木　幹郎 下田市 下田市４丁目５-26 0558-22-0522
小川クリニック 小川　俊隆 下田市 下田市蓮台寺180-14 0558-22-3210
菊池医院 菊池　新 下田市 下田市1-18-20 0558-22-2128
ひがしなかクリニック 西川　公詞 下田市 下田市東中６-３ 0558-23-2300
熱川クリニック 佐藤　元春 東伊豆町 賀茂郡東伊豆町片瀬402-1 0557-23-0543
公益社団法人地域医療振興協会伊豆今井浜病院 小田　和弘・梅田　容弘・和田　昭仁 河津町 賀茂郡河津町見高178番地 0558-34-1123
公益社団法人地域医療振興協会上河津診療所 伊藤　淑子 河津町 賀茂郡河津町下佐ヶ野71-1 0558-36-8606
医療法人社団照光かとうクリニック 加藤　訓久 河津町 賀茂郡河津町浜98-3 0558-34-2717
医療法人社団辰巳会かわづクリニック 鈴木　和重 河津町 賀茂郡河津町笹原301-2 0558-32-2766
医療法人慈愛会石田医院 石田　明彦 松崎町 賀茂郡松崎町江奈243-3 0558-42-0078
医療法人社団健育会西伊豆健育会病院 野々上　智 西伊豆町 賀茂郡西伊豆町仁科字南耕地138-2 0558-52-2366
安良里診療所 大石　延正 西伊豆町 賀茂郡西伊豆町安良里332-1 0558-56-0016
田子診療所 笹井　平 西伊豆町 賀茂郡西伊豆町田子943-2 0558-53-1555
池田医院 池田　正見 西伊豆町 賀茂郡西伊豆町宇久須417-2 0558-55-0010
梅園ヘルスケアクリニック 太田　正保 熱海市 熱海市梅園町15-12 0557-84-0471
風の丘クリニック 井上　直巳 熱海市 熱海市下多賀1461-1 0557-68-6000
河西内科循環器科クリニック 河西　研一 熱海市 熱海市中央町17-15 0557-83-7830
鈴木医院 鈴木　雄一朗 熱海市 熱海市清水町25-22 0557-81-2632
熱海よしやまクリニック 吉山　直樹 熱海市 熱海市田原本町9-1第一ビル6F 0557-85-7300
小澤医院 鈴木　秀明 熱海市 熱海市清水町1-15 0557-81-5757
多田医院 渡辺　英二 熱海市 熱海市中央町15-1 0557-81-2720
医療法人社団いずみ会　メディカルはば伊豆 巾　尊宣 伊東市 伊東市富戸1317-4117 0557-33-1200
山本医院 山本　佳洋 伊東市 伊東市宇佐美1981-12 0557-47-5566
はぁとふる内科泌尿器科川奈 岡田　典之 伊東市 伊東市川奈1225ｰ231 0557-45-5000
稲葉医院 稲葉　吉信 伊東市 伊東市宇佐美1650 0557-48-9035
医療法人社団賢仁会杉山病院 杉山　安彦 沼津市 沼津市錦町3番地の5 055-963-4114
戸田診療所 土屋　典男 沼津市 沼津市戸田916番地の3 0558-94-3720
沼津勝和クリニック 久保田　和義 沼津市 沼津市米山町2−62 055-924-2311
岩渕内科医院 岩渕　直人 沼津市 沼津市添地町177 055-951-4579
勝呂医院 勝呂　弥生 沼津市 沼津市千本中町19 055-962-3083
中山皮膚科・形成外科 中山　貴裕 沼津市 沼津市筒井町8-6 055-923-1020
大岡内科クリニック 森　明 沼津市 沼津市大岡2696-10 055-926-2612
御成橋 　栄クリニック 小林　栄孝 沼津市 沼津市通横町9マキヤ御成橋ビル3Ｆ 055-952-2525
かとう内科医院 加藤　伸太朗 沼津市 沼津市大岡1998 055-946-5562
酒井医院 酒井　良博 沼津市 沼津市今沢206 055-966-1755
白石医院 白石　アンナ 沼津市 沼津市市道町12-25 055-951-4593
関外科胃腸科医院 関　訓芳 沼津市 沼津市花園町9-3 055-921-2185
高田胃腸科・内科クリニック 高田　好彦・高田　樹一 沼津市 沼津市仲町7 055-962-1410
医療法人社団隆三会手塚クリニック 手塚　清隆 沼津市 沼津市西浦木負767番地の14 055-942-3200
西方外科医院 西方　俊 沼津市 沼津市共栄町20-5 055-921-1333
松原医院 松原　正典 沼津市 沼津市白銀町4-3 055-962-1496
萩野クリニック 荻野　教幸 沼津市 沼津市根古屋307-1 055-966-7111
ゆうあいクリニック 久保　精一 沼津市 沼津市西椎路164-1 055-969-2777
医療法人社団志仁会三島中央病院 関　伸嘉 三島市 三島市緑町1番3号 055-971-4133
医療法人社団福仁会三島東海病院 渕上　知昭 三島市 三島市川原ケ谷字今井坂264-12 055-972-9111
いとうクリニック 伊藤　克明 三島市 三島市玉川415-2 055-973-7800
坂本胃腸・内科医院 坂本　伊知子 三島市 三島市大宮町3-16-5 055-971-2277
田内内科医院 田内　一民・田内　美津子 三島市 三島市東本町1-16-30 055-972-2625
石井内科 石井　俊一 三島市 三島市東本町2-1-95 055-975-0448
いづの里クリニック 加藤　信秀 三島市 三島市松本294-3 055-984-3222
桜井内科クリニック 桜井　俊一朗 三島市 三島市徳倉4-12-1 055-988-2200
道上医院 道上　淳二 三島市 三島市新谷30-4 055-976-8111
三島駅前消化器・肝臓内科クリニック 東海林　俊之 三島市 三島市一番町15-21　マスダビル２Ｆ 055-981-0012
医療法人社団　いずみ内科クリニック 杉山　憲義 裾野市 裾野市平松408-1 055-993-4760
医療法人社団同愛会鈴木医院 鈴木　茂能・鈴木　州美 裾野市 裾野市佐野1471-1 055-993-0430
大橋内科・小児科医院 大橋　正紀 裾野市 裾野市佐野932-1 055-992-2800
清水館医院 圓藤　通典 裾野市 裾野市茶畑1365-2 055-993-2323
田中クリニック 田中　日出和 裾野市 裾野市伊豆島田810-7 055-992-1881
遠藤医院 遠藤　真琴 裾野市 裾野市葛山中里692-7 055-997-0533
大坂屋クリニック 久保　貴史 裾野市 裾野市佐野1082-17 055-995-3100
大庭内科・消化器科クリニック 大庭　堅太郎 裾野市 裾野市佐野105-1 055-995-1123
杉山医院 杉山　茂樹 裾野市 裾野市平松522 055-992-0028
高桑医院岩波診療所 高桑　博 裾野市 裾野市岩波92 055-997-0486
医療法人全心会伊豆慶友病院 秋山　淳一・玉田　耕一 伊豆市 伊豆市月ヶ瀬380-2 0558-85-1701
加藤内科 加藤　雅彦 伊豆市 伊豆市土肥446-21 0558-98-0012
青山内科クリニック 青山　一郎 伊豆市 伊豆市加殿46-6 0558-74-2111
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今野医院 今野　哲夫 伊豆市 伊豆市八幡213-2 0558-75-7050
大和堂医院 野田　聖一 伊豆市 伊豆市修善寺947 0558-72-0015
中村医院 中村　皓一 伊豆市 伊豆市八幡298-1 0558-83-0396
医療法人社団みどり会韮山医院 佐山　孝 伊豆の国市 伊豆の国市四日町377-1 055-949-1036
村田内科クリニック 村田　大一郎 伊豆の国市 伊豆の国市吉田354-1 0558-76-8866
古奈温泉クリニック 田口　英 伊豆の国市 伊豆の国市古奈1112 055-948-1038
伊豆保健医療センター 小野　憲 伊豆の国市 伊豆の国市田京270-1 0558-76-0111
医療法人社団あんず会浅井外科医院 浅井　忠亮 函南町 田方郡函南町間宮794-2 055-978-8760
高橋クリニック 高橋　健司 函南町 田方郡函南町間宮895-6 055-977-1121
薬袋内科クリニック 薬袋　一夫 清水町 駿東郡清水町徳倉1004 055-933-0148
稲玉内科クリニック 稲玉　英輔 清水町 駿東郡清水町伏見788-1 055-991-5111
杉山医院 杉山　和夫 清水町 駿東郡清水町伏見9 055-972-3223
すずき消化器科クリニック 鈴木　昭一 清水町 駿東郡清水町徳倉1600-6 055-931-3666
やぐち内科・循環器科クリニック 谷口　安宏 清水町 駿東郡清水町伏見51-6 055-973-3811
池田病院 岡村　博文 長泉町 駿東郡長泉町本宿411の5番地 055-986-1212
境医院 境　俊光 長泉町 駿東郡長泉町竹原397-4 055-975-8021
さはこ内科クリニック 佐波古　和博 長泉町 駿東郡長泉町中土狩560-1 055-999-3850
花メディカルクリニック 植田　美加 長泉町 駿東郡長泉町下土狩1373-9 055-987-9145
富井医院 富井　明望 御殿場市 御殿場市竈708-1 0550-84-3322
東山クリニック 吉田　典昭 御殿場市 御殿場市東田中1431番地の15 0550-82-1000
吉田胃腸科外科 吉田　克己 御殿場市 御殿場市川島田287-3 0550-82-0051
時之栖・荒川クリニック 荒川　正一 御殿場市 御殿場市神山字平石1913-229 0550-86-0800
松尾クリニック 松尾　厚 御殿場市 御殿場市新橋1912-6 0550-81-5050
友成医院 友成　正明 小山町 駿東郡小山町小山287-7番地 0550-76-0066
医療法人社団富士恵仁会フジヤマ病院 山川　知洋 富士宮市 富士宮市原683-1 0544-54-1211
大宮望月クリニック 望月　孝典 富士宮市 富士宮市大宮町18-22 0544-25-5338
後藤外科医院 後藤　慎介 富士宮市 富士宮市東町9番1号 0544-26-5002
佐野記念クリニック 蕪木　倫彦・蕪木　滋彦 富士宮市 富士宮市宮町13番30号 0544-27-1151
田中医院 田中　洋介 富士宮市 富士宮市舞々木町711-2 0544-22-6166
三浦医院 三浦　護之 富士宮市 富士宮市淀川町29-11 0544-26-3888
佐野内科クリニック 佐野　聡 富士宮市 富士宮市田中町185-6 0544-25-0022
ヒロ・クリニック 廿楽　通徳 富士宮市 富士宮市万野原新田3923-2 0544-22-0211
森岡内科医院 森岡　明 富士宮市 富士宮市野中東町246 0544-26-0770
渡辺クリニック 渡辺　政信 富士宮市 富士宮市三園平488-2 0544-21-1239
医療法人社団秀峰会川村病院 川村　統勇 富士市 富士市中島327番地 0545-61-4050
石原クリニック 石原　伸一 富士市 富士市今泉2022-12 0545-55-2121
梅原クリニック 梅原　靖彦 富士市 富士市森島423-1 0545-66-2411
遠藤クリニック 遠藤　徹 富士市 富士市神谷527-1 0545-34-0048
佐野医院 佐野　義夫 富士市 富士市蓼原865-1 0545-61-1095
清水内科医院 清水　慶一 富士市 富士市比奈1296-11 0545-34-0512
田子浦クリニック 渡辺　俊明 富士市 富士市中丸129-1 0545-65-3011
月岡医院 月岡　佳久 富士市 富士市国久保2-7-7 0545-52-7751
天間クリニック 渡辺　孝芳 富士市 富士市天間69-1 0545-72-0363
宮﨑クリニック 宮﨑　裕 富士市 富士市松岡300-15 0545-66-3731
宮下医院 宮下　正雄 富士市 富士市平垣本町4-1 0545-61-0376
青葉クリニック 鈴木　勝己 富士市 富士市一色128-1 0545-22-6000
トータルファミリーケア北西医院 北西　史直 富士市 富士市本市場148-1 0545-61-0119
秀村外科内科医院 秀村　立五 富士市 富士市北松野1328-6 0545-85-2211
日乃出ごとう内科クリニック 後藤　哲男 富士市 富士市日乃出町180 0545-55-1510
まつうらクリニック 松浦　裕 富士市 富士市松岡1359-1 0545-64-2255
山城メディカルクリニック 山城　敬史 富士市 富士市松本51-13 0545-30-7222
新富士病院 加藤　繁夫 富士市 富士市大渕字大峯3898-1 0545-36-2211
医療法人沖縄徳洲会静岡徳洲会病院 相澤　信行 静岡市 静岡市駿河区下川原南11番1号 054-256-8008
あきやま呼吸器クリニック 秋山　仁一郎 静岡市 静岡市葵区呉服町２-２-30 054-273-8144
えいもと内科・消化器科クリニック 榮本　昭剛 静岡市 静岡市葵区瀬名三丁目38番9号 054-655-2111
大原内科 大原 敦・大原 徹也 静岡市 静岡市葵区沓谷5-4-14 054-264-1211
小澤内科胃腸科医院 小澤　達雄 静岡市 静岡市葵区瀬名川1-29-32 054-263-1231
勝又医院 勝又　俊弥 静岡市 静岡市葵区大岩1-5-40 054-246-5045
金英幸内科・消化器科クリニック 金　英幸 静岡市 静岡市葵区北安東3-20-18 054-209-2632
こじまクリニック内科・循環器科 小島　春紀 静岡市 静岡市葵区沓谷5-12-7 054-263-4188
鈴木内科医院 鈴木　研一郎 静岡市 静岡市葵区安倍口新田526-３ 054-296-2511
田中消化器科クリニック 田中　孝・小島　紘一 静岡市 静岡市葵区音羽町8-3 054-247-5522
トモノ医院 伴野　隆久 静岡市 静岡市葵区東鷹匠町24 054-245-6236
長谷通りクリニック 阿美　宗伯 静岡市 静岡市葵区安東1丁目21-9 054-200-0808
服部クリニック 服部　文雄 静岡市 静岡市葵区羽鳥5丁目7番30号 054-278-9735
マイクリニック大久保 大久保　雅之 静岡市 静岡市葵区川合2-1-20 054-263-5558
松浦内科 朝香　恭子 静岡市 静岡市葵区水落町12-14 054-245-5613
松木消化器内科クリニック 松木　啓 静岡市 静岡市葵区千代田7-7-12 054-262-6500
松田消化器内科クリニック 松田　昌幸 静岡市 静岡市葵区城北24 054-248-2001
医療法人社団松英会まつとみクリニック 朝来野　弦 静岡市 静岡市葵区上伝馬23-18 054-205-4777
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松成内科クリニック 松成　信彦 静岡市 静岡市葵区大岩本町7番1号 054-248-5101
望月内科消化器内科クリニック 望月　剛 静岡市 静岡市葵区新伝馬1-11-23 054-275-2757
恒志会　森田クリニック 森田　清文 静岡市 静岡市葵区上足洗4丁目1-7 054-209-8380
山本内科医院 山本　洋史 静岡市 静岡市葵区川合3-13-11 054-263-7676
岩﨑内科クリニック 岩﨑　良三 静岡市 静岡市葵区西草深町30-16 054-249-5665
岡外科胃腸科医院 岡　慎一郎 静岡市 静岡市葵区本通西町39 054-255-5514
しずおか葵の森クリニック 古川　敬芳 静岡市 静岡市葵区柳町193-1 054-260-5011
静岡消化器科クリニック 請川　淳一 静岡市 静岡市葵区鷹匠1-12-1　青葉園ビル2Ｆ 054-273-8111
しば内科医院 柴　千佳子 静岡市 静岡市葵区伝馬町8-1サンローゼビル6階 054-254-1441
髙橋内科医院 髙橋　直之 静岡市 静岡市葵区本通5丁目2-8 054-253-0850
平野医院 平野　周太 静岡市 静岡市葵区昭和町5-5 054-252-3267
吉川医院 吉川　正宏・吉川　俊之 静岡市 静岡市葵区竜南一丁目14-31 054-247-0123
静岡リハビリテーション病院 河西　正幸 静岡市 静岡市葵区瀬名中央1-4-33 054-263-5450
大谷はざまクリニック 間　浩明 静岡市 静岡市駿河区宮川39-20 054-238-2488
きくち内科医院 菊池　隆介 静岡市 静岡市駿河区新川2-8-3 054-284-7171
近藤医院 近藤　泰 静岡市 静岡市駿河区手越310 054-257-0733
杉山医院 石井　裕 静岡市 静岡市駿河区泉町4-5 054-285-2510
杉山医院 杉山　圭一 静岡市 静岡市駿河区登呂5-4-1 054-285-0778
高野外科胃腸科医院 高野　哲 静岡市 静岡市駿河区中田1-7-11 054-281-6868
たんぽぽ診療所 遠藤　博之 静岡市 静岡市駿河区中吉田26-16 054-267-7655
褚内科医院 中村　俊文 静岡市 静岡市駿河区小鹿430-3 054-284-2938
望月クリニック 望月　欣也 静岡市 静岡市駿河区小鹿429-1 054-288-8080
山崎医院 山崎　嘉弘 静岡市 静岡市駿河区新川1丁目19番5号 054-285-6811
大島医院 大島　聡彦 静岡市 静岡市駿河区用宗1丁目33-3 054-256-0040
東静岡クリニック 白川　京佐 静岡市 静岡市駿河区曲金6-7-15 054-288-2111
やはた内科・循環器内科 鈴木　喜之 静岡市 静岡市駿河区八幡4-7-21 054-286-6222
東新田福地診療院 福地　康紀 静岡市 静岡市駿河区東新田5-16-10 054-256-8888
五十嵐医院 五十嵐　直人 静岡市 静岡市清水区蒲原3丁目11番13号 054-385-2251
宗内科医院 宗　幹之 静岡市 静岡市清水区草薙139 054-348-1114
佐藤医院 佐藤　敬治 静岡市 静岡市清水区大坪2-3-12 054-347-2300
内藤内科 倉部　崇 静岡市 静岡市清水区押切1179-10 054-346-7155
中川内科小児科医院 中川　欽也 静岡市 静岡市清水区石川新町8-31 054-346-7141
鮒橋医院 鮒橋　建夫 静岡市 静岡市清水区由比北田467 054-375-2784
竹内クリニック 竹内　康史 静岡市 静岡市清水区追分2丁目7-15 054-366-5576
松井医院 松井　園生 静岡市 静岡市清水区千歳町14-39 054-352-0755
医療法人社団博仁会　しみず巴クリニック 宮地　武彦 静岡市 静岡市清水区千歳町2-30 054-355-1117
南しみずメディカルクリニック木内医院 柴田　理佳子 静岡市 静岡市清水区上力町5-28 054-334-2710
浅野医院 浅野　健 静岡市 静岡市清水区木の下町99 054-344-3000
アツミ胃腸科内科クリニック 渥美　清 静岡市 静岡市清水区中之郷1丁目5-11 054-347-5880
磯貝医院 室井　正彦 静岡市 静岡市清水区草薙１丁目15-23 054-345-7543
草薙土屋外科医院 土屋　和弘 静岡市 静岡市清水区草薙1丁目25-35 054-345-5438
長沢内科胃腸科医院 長沢　正史 静岡市 静岡市清水区入江1-10-2 054-366-1754
船越クリニック 川村　直見 静岡市 静岡市清水区船越3-10-19 054-353-7667
菜のはなファミリークリニック 望月　菜緒美 静岡市 静岡市清水区由比750マンションＯａｋ１階 054-375-5785
医療法人社団博仁会　宮地医院 日比　育夫 静岡市 静岡市清水区下野西7-7 054-364-5528
藤井医院 相羽　英彦 島田市 島田市岸町667 0547-35-4949
小沢クリニック 小澤　美佳 島田市 島田市宮川町2492 0547-35-2278
片岡医院 片岡　英樹 島田市 島田市本通7丁目7769 0547-36-5104
きむら島田駅南クリニック 木村　貴彦 島田市 島田市横井3-3-7 0547-37-1155
初倉クリニック 岡西　紀彦 島田市 島田市南原85-１ 0547-38-7211
よねだクリニック 米田　正弘 島田市 島田市宮川町2473-１ 0547-37-4099
櫻井医院 櫻井　敦 焼津市 焼津市上新田829-3 054-622-0122
伊東クリニック 伊東　和樹 焼津市 焼津市栄町2-2-21アンビアパークビル2Ｆ 054-627-3044
のがきクリニック 野垣　敦宏 焼津市 焼津市石津505-1 054-656-0101
大持医院 大持　寛 藤枝市 藤枝市藤枝5-7-4 054-641-0651
三輪医院 三輪　一太 藤枝市 藤枝市岡部町内谷60-2 054-667-3000
西井胃腸科外科 西井　宏有 藤枝市 藤枝市高柳2035-1 054-637-0610
ほしのクリニック 星野　正明・星野　美奈子 藤枝市 藤枝市岡部町内谷650番地 054-667-0100
いわしたクリニック 岩下　方彰 藤枝市 藤枝市上青島463-2 054-631-6660
敬天堂医院 髙木　幸有 藤枝市 藤枝市岡出山1-7-21 054-641-1723
柴田医院 柴田　正純 藤枝市 藤枝市藤枝4-1-12 054-641-0127
ハラダ城南医院 原田　昇 藤枝市 藤枝市田中3-6-17 054-647-1234
みやはら内科クリニック 宮原　健夫 藤枝市 藤枝市小石川町1-7-20 054-647-5670
錦野クリニック 伊関　丈治 藤枝市 藤枝市青葉町2-1-47 054-636-5000
石井内科皮膚科医院 石井　英正 牧之原市 牧之原市静波248 0548-22-0013
酒井内科医院 酒井　英訓 牧之原市 牧之原市地頭方1-153-2 0548-55-1100
医療法人社団千仁会本川根診療所 倉田　矩正 川根本町 榛原郡川根本町千頭1147-1 0547-59-3811
すずかけヘルスケアホスピタル 久野　智彦 磐田市 磐田市大原2042-4 0538-21-3511



医療機関名 医師名 市町 所在地 電話
豊田えいせい病院 姫野　一成 磐田市 磐田市小立野102番地 0538-34-6110
伊藤医院 伊藤　基 磐田市 磐田市見付2348-2 0538-32-5812
上岡田内科小児科医院 小澤　龍司 磐田市 磐田市上岡田752-4 0538-32-7300
北原医院 北原　大文 磐田市 磐田市二之宮浅間6-11 0538-32-2340
さくらクリニック 鈴木　大介 磐田市 磐田市国府台100-1 0538-32-2384
鈴木内科 鈴木　恒夫 磐田市 磐田市白拍子57番地 0538-37-0607
山﨑医院 山﨑　晃 磐田市 磐田市十郎島6-1-2 0538-66-2456
山下クリニック 山下　冬樹 磐田市 磐田市中泉2-1-5 0538-39-2770
横地内科消化器科医院 横地　眞 磐田市 磐田市西貝塚2242-1 0538-36-3666
いわせ医院 岩瀬　正紀 磐田市 磐田市三ヶ野台22-5 0538-33-6686
うちやま呼吸器アレルギークリニック 内山　啓 磐田市 磐田市大久保544-3 0538-38-6336
おおわら内科 木佐森　茂樹 磐田市 磐田市大原1411 0538-34-1114
金田内科医院 金田　隆樹 磐田市 磐田市城之崎2-6-1 0538-37-3001
川口医院 川口　宗一 磐田市 磐田市富士見町3-8-22 0538-36-0401
小池内科医院 小池　和夫 磐田市 磐田市下太338 0538-58-1800
とよだ青葉クリニック 鈴木　誠司 磐田市 磐田市立野508-2 0538-35-5000
森クリニック 森　隆 磐田市 磐田市気子島1371 0538-39-2211
かげやまクリニック 影山　貴一 磐田市 磐田市富里39-2 0538-38-5800
中島内科医院 中島　洋 掛川市 掛川市中央1-12-1 0537-22-6819
永田内科・消化器科医院 永田　成治 袋井市 袋井市川井856-9 0538-43-2355
城所医院 城所　龍一 袋井市 袋井市広岡1463-2 0538-44-2323
溝口ファミリークリニック 溝口　哲弘 袋井市 袋井市浅岡45-1 0538-23-8300
宮内診療所 小川　貢史・川口　智史 御前崎市 御前崎市宮内226-5 0537-85-7811
森クリニック 森　重夫 菊川市 菊川市加茂3261 0537-35-6662
いしはま医院 石濱　徹義 湖西市 湖西市岡崎882-49 053-573-0101
長尾クリニック 長尾　文之助・長尾　潤子 湖西市 湖西市鷲津740-1 053-574-3222
JＡ静岡厚生連遠州病院 竹内　靖雄・梶村　昌良・髙垣　航輔 浜松市 浜松市中区中央一丁目1-1 053-453-1111
医療法人社団圭友会　浜松オンコロジーセンター・渡辺医院 渡辺　亨 浜松市 浜松市中区中央3-6-13 053-452-6940
大石内科医院 大石　正晃・大石　恵 浜松市 浜松市中区住吉2-9-8 053-474-8500
大坂内科医院 大坂　敏・川村　素子・川村欣也 浜松市 浜松市中区富塚町3002-8 053-472-1140
栗田内科医院 栗田　健 浜松市 浜松市中区佐鳴台2-32-15 053-448-2115
小出胃腸科内科医院 小出　茂樹 浜松市 浜松市中区茄子町352-1 053-464-3000
松下クリニック 松下　文昭 浜松市 浜松市中区萩丘4-6-9 053-475-5225
かねだ内科消化器科クリニック 金田　武志 浜松市 浜松市中区高丘東2-8-26 053-414-0888
シティークリニック 加藤　俊彦 浜松市 浜松市中区砂山町329-1　ボンサンテ砂山１Ｆ 053-450-8666
中島内科消化器科医院 中島　千春 浜松市 浜松市中区海老塚2-17-23 053-453-6516
クリニックしのだ 篠田　昌広 浜松市 浜松市中区泉2丁目36-11 053-416-1616
そえだ医院 添田　良知 浜松市 浜松市中区泉3丁目1-58 053-471-5000
玉嶋血液内科・漢方診療所 玉嶋　貞宏・大谷　知穂 浜松市 浜松市中区住吉1-24-1　NTT住吉ビル4F 053-412-0100
中川原内科胃腸科医院 中川原　聖宣 浜松市 浜松市中区城北1-16-6 053-471-9176
西脇医院 西脇　雅子 浜松市 浜松市中区和合町176-58 053-412-5355
東漢堂内科クリニック 藤井　則弘 浜松市 浜松市中区小豆餅1-17-7 053-430-1188
坂の上在宅医療支援医院 坂田　稔之 浜松市 浜松市中区幸4-36-2 053-416-2014
とみた内科 冨田　英明 浜松市 浜松市中区領家3-25-6 053-441-7800
清水クリニック 清水　史雄 浜松市 浜松市中区向宿1-21-16 053-467-0911
たなか内科クリニック 田中　隆光 浜松市 浜松市中区神田町360-27 053-444-3001
磯部内科消化器科 磯部　智明 浜松市 浜松市東区植松町155-2 053-463-3127
岡井内科医院 岡井　高 浜松市 浜松市東区積志町108番地 053-435-1002
たまこしクリニック 玉腰　勝敏 浜松市 浜松市東区丸塚町262-1 053-411-2002
ねもと内科クリニック 根本　正樹 浜松市 浜松市東区天龍川町1123 053-421-8877
エルム内科クリニック 中島　猛行 浜松市 浜松市東区半田山5-17-22 053-431-4120
間宮内科クリニック 間宮　康喜 浜松市 浜松市東区有玉南町1880 053-473-7871
中村医院 中村　忍 浜松市 浜松市東区原島町72-1 053-463-1001
平野医院 平野　力三 浜松市 浜松市西区雄踏町宇布見4889-1 053-592-1011
山城内科医院 山城　正敏 浜松市 浜松市西区志都呂町1168 053-448-0862
志都呂クリニック 高平　玲子 浜松市 浜松市西区西鴨江町621 053-448-8188
幸田クリニック 幸田　隆彦 浜松市 浜松市南区下江町448 053-426-2000
つがね消化器科・内科医院 竹平　安則 浜松市 浜松市南区若林町1346-2 053-447-0050
とよだクリニック 豊田　高彰 浜松市 浜松市南区福島町237-1 053-426-5800
みのる内科クリニック 次木　稔 浜松市 浜松市南区三島町1784-1 053-444-6611
松田内科消化器内科 松田　誠 浜松市 浜松市南区飯田町575 053-462-3555
菊池医院 菊池　祥治 浜松市 浜松市南区高塚町121-1 053-447-0160
医療法人社団綾和会浜松南病院 渡邊　文利 浜松市 浜松市南区白羽町26番地 053-443-2111
牧原医院 牧原　衞 浜松市 浜松市北区引佐町井伊谷1741 053-542-2256
八木医院 八木　崇人 浜松市 浜松市北区初生町1137-2 053-437-2811
かわい内科消化器科 河合　隆 浜松市 浜松市浜北区宮口3254 053-580-1850
ながはしクリニック 永橋　正一 浜松市 浜松市浜北区内野2404-1 053-584-5221
中川クリニック 中川　明彦 浜松市 浜松市浜北区横須賀691 053-584-3433
医療法人社団聖パウロ会　西遠クリニック 松本　雄幸・宮田　憲一 浜松市 浜松市浜北区東美薗1546-8 053-586-1552
生協きたはま診療所 聞間　元 浜松市 浜松市浜北区高畑18 053-584-1150
宮口こんどうクリニック 近藤　清治 浜松市 浜松市浜北区宮口808-2 053-589-8335
遠江病院 大城　一 浜松市 浜松市浜北区中瀬3832-1 053-588-1880
浜松市国民健康保険佐久間病院 三枝　智宏 浜松市 浜松市天竜区佐久間町中部18-5 053-965-0054
医療法人社団健勝会鈴木診療院 鈴木　勝彦・鈴木　勝之 浜松市 浜松市天竜区水窪町奥領家2632-2-1 053-987-0014


