
医療機関名（あいうえお順） 医師名（敬称略） 〒 住所
アートクリニック産婦人科 呉竹昭治 9608031 福島市栄町6-1　エスタビル12階
あすなろ南矢野目クリニック 佐藤 久芳 9608031 福島市南矢野目字底樋2-2
あずま通りクリニック 小林　直人 9600113 福島市栄町1-28松ヶ丘ビル1階
あぶくま歯科 田中　順 9608042 福島市小倉寺字神ノ前4-6
阿部循環器科・内科クリニック 阿部　之彦 9600112 福島市南矢野目字戸ノ内10-5
余目内科クリニック 鈴木 孝雄 9600115 福島市下飯坂字中城11-3
荒井胃腸科内科 荒井 大輔 9608253 福島市泉泉川3-1
安斎外科胃腸科医院 安斎 重夫 9608131 福島市北五老内町3-22
安斎外科胃腸科医院 安斎　圭一 9608131 福島市北五老内町3-22
あんざい整形外科クリニック 安斎　裕之 9601406 伊達郡川俣町鶴沢字川端28
池田胃腸科外科医院 池田 公彦 9600241 福島市笹谷葭野21-1
池田医院 池田 正昭 9600201 福島市飯坂町字若葉町5
池田医院 池田　和也 9600201 福島市飯坂町字若葉町5
いがらしキッズクリニック 五十嵐　悦雄 9608053 福島市三河南町1-15
いがらし内科・消化器内科クリニック 五十嵐　哲 9600231 福島市飯坂町平野字道下9-1
いがり由美子クリニック皮膚科 猪狩　由美子 9608057 福島市笹木野字中西裏18-5
石井歯科医院 石井 章 9608101 福島市上町3-10
石川小児科内科クリニック 石川 英明 9600635 伊達市保原町半道1-18
泉田内科こども医院 泉田 茂雄 9600116 福島市宮代字前田19-20
泉田内科こども医院 泉田 太郎 9600117 福島市宮代字前田19-20
泉田内科こども医院 泉田　美知子 9600118 福島市宮代字前田19-20
いずみよいこクリニック 佐藤　敬 9608253 福島市泉字二斗蒔18-1
いそめこどもクリニック 磯目正人 9608165 福島市吉倉字八幡35-1
板橋歯科医院 板橋　辰也 9600111 福島市丸子字前川原57-16
いちかわクリニック 市川 陽子 9600112 福島市南矢野目字鼓田6-1
いちかわクリニック 市川 文隆 9600112 福島市南矢野目字鼓田6-1
井上整形外科医院 井上 和郎 9608152 福島市鳥谷野字梅ノ木内29-3
井上内科クリニック 井上敏行 9691643 伊達郡桑折町谷地字石塚15
岩﨑消化器科内科医院 岩崎 勝利 9600111 福島市丸子字沢目33-3
岩谷医院 岩谷 文夫 9608068 福島市太田町17-27
植木歯科医院 植木　禎弘 9601241 福島市松川町字南諏訪原78-2
うめつLS内科クリニック 梅津　啓孝 9608114 福島市松浪町2-31
遠藤歯科口腔外科クリニック 遠藤　義孝 9608071 福島市東中央一丁目15-6
大川レディースクリニック 大川　敏昭 9608152 福島市鳥谷野字天神3-11
大武胃腸科外科医院 大武 省三 9608055 福島市野田町1-12-80
大槻スリープクリニック 大槻 学 9608044 福島市早稲町4-1　Sleep oneビル2F
大原こどもクリニック 大原 洋一郎 9608116 福島市春日町12-32
大平内科クリニック 大平 謹一郎 9608003 福島市森合字台15-3
大森中央クリニック 横田　崇 9601101 福島市大森字街道下70-2
おおもり内科循環器科クリニック 渡邊　正之 9601102 福島市大森字坿79-1
大山クリニック 大山　仁 9600468 伊達市北後13番地1
岡こどもクリニック 岡　史仁 9608254 福島市南沢又字上並松23-2
岡部クリニック 八子 亮 9608204 福島市岡部字前田159-1
岡部クリニック 八子　直樹 9608204 福島市岡部字前田159-1
岡山診療所 熊田　富貴子 9608204 福島市岡部字高畑17-7
小川内科医院 小川 澄 9600201 福島市飯坂町字筑前2
奥野胃腸科内科医院 奥野 洋 9600101 福島市瀬上町字寺前7
奥野胃腸科内科医院 奥野　よしえ 9600101 福島市瀬上町字寺前7
おぐらじクリニック内科・小児科・消化器科 大橋 泰之 9608142 福島市小倉寺字中田31
小野医院 小野 和男 9600201 福島市飯坂町字東堀切25
小野整形外科医院 小野 自仙 9608164 福島市八木田字並柳20-5
おひさま子供クリニック 赤間 英典 9601101 福島市大森城の内24-10
御山内科クリニック 中澤　敏弘 9608252 福島市御山字中ノ町97-2
掛田中央内科 高野 俊夫　 9600801 伊達市霊山町掛田字西裏48-1
掛田中央内科 小野木　太 9600801 伊達市霊山町掛田字西裏48-1
掛田中央内科 丹治　宏明 9600801 伊達市霊山町掛田字西裏48-1
かさい小児科クリニック 笠井 肇 9691404 二本松市油井字福岡161-1
笠間医院 笠間 光太郎 9608055 福島市野田町4丁目2-15



かしの木内科クリニック 石井 一 9600418 伊達市岡前6-20
片平歯科医院 片平　堅 9601108 福島市成川字後田10-4
鎌田クリニック 板垣　茂 9600102 福島市鎌田字船戸前25-1
神岡クリニック 神岡 斗志夫 9600801 伊達市霊山町掛田字中町11-1
上野寺内科クリニック 高瀬　裕子 9608076 福島市上野寺字西原9-1
上松川診療所 春日　良之 9608251 福島市北沢又字番匠田5
上松川診療所 岸本　裕子 9608251 福島市北沢又字番匠田5
かわさき整形外科医院 川崎 真二 9608055 福島市野田町1丁目8-5
かんの歯科医院 菅野　昭彦 9608204 福島市岡部字大蔵18-1
かんの消化器科外科医院 菅野　鑑一郎 9608202 福島市山口字雷20
かんの消化器科外科医院 菅野 智子 9608202 福島市山口字雷20
菊池クリニック 菊池 哲也 9608112 福島市花園町7-31
菊地歯科医院 菊地　静示 9608032 福島市陣場町9-21
木村内科医院 木村 忍 9608141 福島市渡利字七社宮10-1
くまだ小児クリニック 熊田 和夫 9600488 伊達市上台2-1
クリニック21 高木 徹 9608031 福島市栄町6-6　ユニックスビル2階
黒岩内科医院 中村 一郎 9608153 福島市黒岩字榎平64-1
桑名医院 桑名 俊光 9600461 伊達市片町41
けやき歯科医院 内藤　秀明 9608253 福島市泉字堀ノ内10-2
こしのはま歯科クリニック 阿部　佐知子 9608135 福島市腰浜町7-1
こじま小児科医院 小島 滋恒 9608254 福島市南沢又字桜内33-23
児玉胃腸科内科 児玉 健夫 9608107 福島市浜田町7-27
小山整形外科 小山 菊雄 9608136 福島市八島町14-28
こわた歯科医院 木幡　瑞秋 9600112 福島市南矢野目字道下43-3
近藤眼科 近藤 聖一 9608068 福島市太田町33-24
紺野皮膚科整形外科 紺野 宣郎 9600111 福島市丸子字漆方6-10
さいとう医院 斎藤 孝一 9600211 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8
斎藤医院 斎藤 光 9601301 伊達郡飯野町飯野字町81
酒井内科クリニック 酒井久雄 9608204 福島市岡部字中条82-1
坂本クリニック 坂本 輝明 9691151 本宮市本宮千代田56-1
佐久間内科 佐久間 隆 9608032 福島市陣場町4-8
さくま内科クリニック 佐久間　文隆 9608115 福島市山下町4-11
佐久間歯科医院 佐久間　宗臣 9608022 福島市新浜町1-16
笹木野みやけ内科外科 三宅 弘章 9608057 福島市笹木野中小屋16-2
ささやこどもクリニック 菅井 優子 9600241 福島市笹谷字上成出21-20
さとう胃腸科クリニック 佐藤 忠比古 9608002 福島市森合町2-21
さとう胃腸科内科医院 佐藤 英典 9608152 福島市鳥谷野字宮畑92-1
さとう日出夫整形外科 佐藤 日出夫 9608204 福島市岡部字中条65
佐藤医院 佐藤 幹夫 9608032 福島市陣場町1-8
さとうクリニック内科・消化器科 佐藤　浩明 9608163 福島市方木田字中屋敷1-1
さとう整形外科・内科クリニック 佐藤　伸一 9600671 伊達市保原町字東野崎70-1
さとう整形外科・内科クリニック 佐藤　智子 9600671 伊達市保原町字東野崎70-1
佐藤歯科医院 佐藤　充 9608141 福島市渡利字馬場町32-1
さとう内科医院 佐藤 武寿 9608104 福島市豊田町4-12
佐藤内科胃腸科医院 佐藤 宏明 9691405 二本松市油井字八軒町54
しおや眼科 塩谷 浩 9608034 福島市置賜町5-26
しぎはらクリニック 鴫原 晃 9608056 福島市八島田字道端9-1
宍戸医院 宍戸 英夫 9600101 福島市瀬上町字幸町8
宍戸歯科医院 宍戸 計一 9608066 福島市矢剣町20番11号
篠木歯科医院 篠木　邦彦 9608113 福島市旭町4-26
十二社クリニック 角田 理恵子 9601408 伊達郡川俣町羽田字十二社5-1
松北歯科クリニック 本間　英孝 9608251 福島市北沢又字外新田17-1
腎・泌尿器クリニック 坂上　善成 9600111 福島市丸子字町頭20-13
末永眼科医院 末永 雅之 9600102 福島市鎌田字御仮家73-4
しんいち内科 佐藤　伸一 9691401 二本松市油井字福岡40-1
須川診療所 岸本　祥克 9608055 福島市野田町1-12-72
須川診療所 後藤　等 9608055 福島市野田町1-12-72
須川診療所 後藤　和子 9608055 福島市野田町1-12-72
杉本歯科医院 木幡　健一 9608041 福島市大町4-24杉本ビル2階



すずき医院 佐藤 正 9600652 伊達市保原町字西町175
鈴木医院 鈴木　信行 9608164 福島市八木田字神明149-1
鈴木歯科医院 鈴木　隆延 9608141 福島市渡利字西ノ内25-20
鈴木内科医院 鈴木　秀 9601422 伊達郡川俣町新中町3-21
須藤歯科医院 須藤　清寛 9600103 福島市本内字上台31-1
清明クリニック 佐藤 睦子 9608062 福島市清明町3-8
勢島歯科八島田クリニック 勢島　尚 9608056 福島市八島田字干損田5-1
セントラル歯科クリニック 松本　寛志 9608031 福島市栄町7-33
高木歯科医院 高木 純仁 9608253 福島市泉字道下13-2
竹内こどもクリニック 竹内 真弓 9608072 福島市北中央1-48-1
竹田眼科クリニック 竹田 洋介 9608153 福島市黒岩字素利町20-1
武田中央医院 武田 裕作 9608253 福島市泉字仲ノ町14-13
武田小児科 武田 章臣 9600601 伊達市保原町栄町51
たに内科・糖尿病内科クリニック 谷　牧夫 9608001 福島市天神町一番二号
土川内科小児科 土川　研也 9640875 二本松市槻木250-3
土屋眼科医院 土屋 牧雄 9608131 福島市北五老内町6-6
手塚クリニック 手塚　徹 9608252 福島市御山字清水尻51
天神橋クリニック 佐藤 佳浩 9608141 福島市渡利字天神27-1
東和クリニック 木住野 耕一 9640202 二本松市針道字蔵下120-1
とみたキッズクリニック 富田 欣昌 9608153 福島市黒岩字北井2-3
とやのクリニック 川添　隆司 9608152 福島市鳥谷野字宮畑64-1
とやのクリニック 山本　喜代志 9608152 福島市鳥谷野字宮畑64-1
中江デンタルクリニック 山口　晴彦 9608141 福島市渡利字中江町50-7
ながさわ整形外科 長沢 謙次 9600231 福島市飯坂町平野字原東50-1
中村外科医院 中村 興太郎 9608011 福島市宮下町15-18
浪江町国保仮設津島診療所 関根　俊二 9691404 二本松市油井字長谷堂230
根本皮膚科 根本　洋 9608254 福島市南沢又字桜内33-15
のだまち胃と腸のクリニック 佐藤　宏 9608055 福島市野田町6-2-37
ひろやまメンタルクリニック 廣山　祐治 9608053 福島市三河南町1-15　リッチモンドホテル1階
福島腎泌尿器クリニック 熊谷 郁太郎 9608003 福島市森合字屋敷下36-1
福島腎泌尿器クリニック 熊谷 研 9608003 福島市森合字屋敷下36-1
福島西部庭坂クリニック 大内 博 9602261 福島市町庭坂字畑外6-16
藤原消化器科内科医院 藤原 和雄 9608151 福島市太平寺字過吹14-5
蓬莱東内科 橘内芳一 9608157 福島市蓬莱町8-1-1
ホワイト歯科クリニック 鈴木　潤一 9608043 福島市中町1-12　サンライズビル中町B棟2階
本田内科医院 本田 慶一朗 9600231 福島市飯坂町平野字東原42-12
待井循環器科内科クリニック 待井 一男 9608073 福島市南中央1-70
松川クリニック 村松 尚夫 9601231 福島市松川町沼袋字北原84-11
まつもとクリニック 松本 毅 9691641 伊達郡桑折町南半田字六角15-1
まつもと脳神経・内科クリニック 松本 正人 9600112 福島市南矢野目字道下35-10
丸子眼科医院 丸子 一夫 9608105 福島市仲間町3-30
まるべり～耳鼻科 桑畑　直史 9608151 福島市太平寺字町ノ内69-1
みうら内科クリニック 三浦 憲二 9640806 二本松市羽石110-6
みずの内科クリニック 水野　兼志 9608036 福島市新町8-4　プレスビル1階
緑の里クリニック 斎藤 修 9601101 福島市大森字本町裏52-5
南福島クリニック 東梅 誠太郎 9601102 福島市永井川字壇の腰10-3
南中央眼科クリニック 齋藤 公護 9608073 福島市南中央1-67-2
南福島さとう皮ふ科 佐藤　守弘 9608154 福島市伏拝字台田20-1
南福島ひまわりクリニック 伊藤　光宏 9608153 福島市黒岩字竹ノ内12-1
みね皮膚科クリニック 峯田　昌典 9600102 福島市鎌田字御仮家53-1
みやざき内科・循環器科クリニック 宮崎 吉弘 9608164 福島市八木田字中島54-2
むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 渡邉　睦 9608141 福島市渡利字鳥谷下町38-1
むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 渡邉多佳子 9608141 福島市渡利字鳥谷下町38-1
むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 髙橋早苗 9608141 福島市渡利字鳥谷下町38-1
むとうこどもクリニック 武藤　茂生 9601453 伊達郡川俣町字瓦町31
むらおか内科・耳鼻科・整形外科ｸﾘﾆｯｸ 村岡　亮 9601241 福島市松川町字天王原89
村上耳鼻咽喉科医院 村上 正文 9608018 福島市松木町1-23
村島医院 村島　正泰 9600201 福島市飯坂町字東堀切8
もり医院 森 一弥 9600729 伊達市梁川町希望ケ丘24



森小児科医院 森 秀樹 9640904 二本松市郭内2-341
もり皮膚科小児科医院 森 憲彦 9601101 福島市大森字丑子内58-5
もり皮膚科小児科医院 森 央子 9601101 福島市大森字丑子内58-5
八子胃腸科内科クリニック 八子　章生 9608136 福島市八島町2-3
八子胃腸科内科クリニック 八子　英器 9608136 福島市八島町2-3
八子医院 八子 直樹 9608133 福島市桜木町1-27
八子医院 八子 芳樹 9608133 福島市桜木町1-27
八子医院 八子 亮 9608133 福島市桜木町1-27
山内眼科 山内 健 9608141 福島市渡利字椚町25-1
よしだこどもクリニック 吉田　和夫 9691101 本宮市字平内67-15
ライフ・ナビクリニック 遠藤　剛 9608114 福島市松浪町7-26
わたなべクリニック 渡辺 一雄 9601108 福島市成川字神崎40-1
渡辺医院 渡辺 文則 9640876 二本松市正法寺町186-1
わたなべ歯科医院 渡辺　信哉 9608204 福島市岡部字東町61-1
渡辺政行整形外科クリニック 渡辺 政行 9608131 福島市北五老内町6-16


