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施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 ホームページ

iひふ・大腸
いがり弘之由美子クリニック

猪狩由美子
猪狩　弘之
横川　綾希

 024-558-2323 https://igacli1101.or.jp/

アートクリニック産婦人科 呉竹　昭治 福島市栄町6-1エスタビル12Ｆ 024-523-1132
http://art-
clinic.byoinnavi.jp/pc/index.html

あずま通りクリニック 小林　直人 福島市栄町1-28　松ヶ丘ビル1Ｆ 024-523-4440 http://azumastcl.jp/

阿部循環器科内科クリニック 阿部　之彦 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5 024-573-9939 http://abeclinic.web.fc2.com/

安斎外科胃腸科医院
安斎　重夫
安斎　圭一

福島市北五老内町3-22 024-535-3353 -

いいざか池田医院　
池田　正昭
池田　和也

福島市飯坂町字若葉町5 024-542-4084 http://ikedaiin-iizaka.com/

いがらしキッズクリニック 五十嵐　悦雄 福島市三河南町1-15 024-563-7686 http://iga-kids.com/

いがらし内科・消化器内科クリニック 五十嵐　哲 福島市飯坂町平野字道下9-7 024-597-8690 -

池田胃腸科外科医院　 池田　公彦 福島市笹谷字葭野21-1 024-559-1717 -

石井外科皮フ科 石井　彌 福島市上町4-34 024-522-4987 http://ishii-clinic.art.coocan.jp/

石橋脳神経外科クリニック 石橋　安彦
福島市栄町6-6NBFユニックスビ
ル2F

024-523-0360 https://www.ishibashi-nsc.com/

いそめこどもクリニック 磯目　正人 福島市吉倉字八幡35-1 024-545-2757 http://www.isome-child.jp/

板倉病院 海野　幸浩 福島市成川下畑26-1 024-545-3741 -

いちかわクリニック
市川　文隆
市川　陽子

福島市南矢野目字皷田6-1 024-554-0303 http://ichikawacl.com/

一陽会病院 寺山　賢次 福島市八島町15-27 024-534-6715 http://ichiyo.jp/

井上整形外科医院 井上　和郎 福島市鳥谷野字梅ノ木内29-3 024-545-0770 -

イノモト医院耳鼻咽喉科 猪本　雄一郎 福島市瀬上町四斗蒔24-7 024-553-3185 http://www.inomoto-jibika.com/

岩崎消化器科内科医院 岩崎　勝利 福島市丸子字沢目33-3 024-554-5841 -

いわた整形外科 岩田　仁男 福島市南矢野目字荒屋敷53-8 024-555-1151 -

岩谷医院　 岩谷　文夫
福島市太田町17-27 ラシェール
追分1F

024-528-7770 http://www.iwaya-clinic.com/

うめつＬＳ内科クリニック 梅津　啓孝 福島市松浪町2-31 024-536-5225 https://www.umetsu-ls-naika.com/

大川レディースクリニック 大川　敏昭 福島市鳥谷野字天神3-11 024-545-8883 https://www.okawa-ladies.com/

大武胃腸科外科医院 大武　省三 福島市野田町1-12-80 024-535-8585 -

おおたけ内科・循環器クリニック 大竹　秀樹 福島市本内字東町5-1 024-573-1127 https://otake-naika.net/

大原こどもクリニック 大原　洋一郎 福島市春日町12-32 024-536-9598 -

2022.1現在
あいうえお順に掲載しております。
登録医のお申込みは地域医療連携室（☎024-526-3853）までご連絡下さい。

 地域医療連携・登録医一覧
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おおひら内科クリニック 大平　謹一郎 福島市森合字台15-3 024-534-6336 https://ohiranaika.com/

おがたクリニック 尾形　眞光 福島市矢倉下10-1 024-526-2626 -

岡部クリニック 八子　亮 福島市岡部字前田159-1 024-534-4856 http://yago.or.jp/frame.htm

おぎはら泌尿器と腎のクリニック 荻原　雅彦 福島市荒町2-12 024-515-3717 -

奥野胃腸科内科医院　
奥野　　洋
奥野よしえ

福島市瀬上町字寺前7 024-553-2658 -

おぐらじクリニック
内科・小児科・消化器科

大橋　泰之 福島市小倉寺字中田31 024-523-4155 -

小島内分泌内科クリニック 小島　元子 福島市松浪町2-8 024-528-8511 -

おひさま子供クリニック 赤間　英典 福島市大森城ノ内24-10  024-544-1582 http://www.ohisama-kodomo.jp/

卸町クリニック 安孫子　尚 福島市鎌田字卸町8-2 024-553-1166 -

鎌田クリニック 板垣　茂 福島市鎌田字舟戸前25-1 024-554-6455 https://kamata-cl.hp.gogo.jp/sp/

上野寺内科・呼吸器内科クリニック 高瀬　裕子 福島市上野寺字西原9-1 024-592-2111 http://kaminodera.com/

上松川診療所 春日　良之 福島市北沢又番匠田5 024-558-1111
http://www.kirari-
hcoop.com/office/medical-
kamimatsukawa.html

かわかみ整形クリニック 川上　亮一 福島市東中央3-7-1 024-563-3555 https://www.kawakami-seikei.jp/page1

菅野産婦人科医院 菅野　寛 福島市蓬莱町2-1-11 024-548-2525 -

かんの消化器科・外科医院　
菅野鑑一郎
菅野  智子

福島市山口字雷20 024-533-3801 https://www.whitepeal.com/

きくち医院 菊池　琉美子 福島市太平寺児子塚36 024-546-2222
https://www.keiai-
kai.or.jp/publics/index/114/

菊池クリニック 菊池　哲也 福島市花園町7-31 024-535-4091 -

泌尿器科・皮膚科・内科
北町丹治医院

丹治　進 福島市北町3-39 024-522-5911 http://kitatan.byoinnavi.jp/pc/

きっかわ皮膚科 吉川　康之 福島市南中央1丁目65-9 024-536-0008 http://www.uyou.gr.jp/kikkawa-hifu/

君島乳腺クリニック 君島　伊造 福島市松浪町2-8 024-528-8511 -

木村内科医院 木村　忍 福島市渡利七社宮10-1 024-521-0182 -

久津医院 久津　由紀子 福島市入江町13-3 024-525-4561 https://www.kuzu-mc.jp/

くどう内科・糖尿病クリニック 工藤　明宏 福島市大森館ノ内74-1 024-563-1061
https://kudonaika-tounyoubyou-
clinic.jp/

クリニック２１ 高木　徹
福島市栄町6-6 ユニックスビル2
Ｆ

024-521-5581 https://clinic21.org/

ケアタウンひまわり 佐藤　百合子 福島市方木田字辻ノ内3-5 024-547-2211 https://seijukai.org/free/caretown

介護老人保健施設　オリーブの郷 樋口　郁夫 福島市山口字梅本11-1 024-536-5000 https://sosei.org/publics/index/86/

敬愛シニアガーデン卸町 幡　進 福島市鎌田字卸町8-1 024-553-5221
https://www.keiai-
kai.or.jp/publics/index/321/

児玉胃腸科内科 児玉　健夫 福島市浜田町7-27 024-533-6622 -

後藤整形外科 後藤　英隆 福島市鎌田字門丈檀10-10 024-554-2626 -

この花内科クリニック
坂本　信雄
坂本　夏美

福島市郷野目字仲11 024-563-1287 https://conohana-naika.com/
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紺野整形外科 紺野　宣郎 福島市丸子字漆方6-10 024-553-3000 -

こんの内科クリニック 今野　正巳 福島市曾根田町3-19 024-573-1860 -

さいとう医院 斎藤　孝一 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8 024-542-3030 -

斎藤医院　 斉藤　光 福島市飯野町字町81 024-562-2026 -

齋藤皮膚科クリニック 齋藤　英二 福島市八木田字井戸上89-1 024-544-6866 -

酒井内科クリニック 酒井　久雄 福島市岡部字中条82-1 024-531-1781 -

腎・泌尿器科クリニックさかがみ 坂上　善成 福島市丸子字町頭20-13 024-553-6911 -

佐久間内科 佐久間　隆 福島市陣場町4-8 024-521-1800 -

さくま内科クリニック 佐久間　文隆 福島市山下町4-11 024-525-2700 -

さくら内科循環器科医院 鈴木　彰 福島市上名倉字吉前39-1 024-593-0611 -

ささやこどもクリニック 菅井　優子 福島市笹谷字上成出21-20 024-559-0715 -

佐藤医院 佐藤　幹夫 福島市陣場町1-8 024-522-2489 -

さとう胃腸科クリニック 佐藤　忠比古 福島市森合町2-21 024-536-0133 http://med-tadahiko.com/

さとう胃腸科内科 佐藤　英典 福島市鳥谷野字宮畑93-3 024-545-8668 http://satoichouka.byoinnavi.jp/pc/

さとう内科医院 佐藤　武寿 福島市豊田町4-12 024-523-4511 -

さとう日出夫整形外科 佐藤　日出夫 福島市岡部字中条65 024-533-1433 -

しぎはらクリニック 鴫原　晃 福島市八島田字勝口37 024-555-3331 http://aki2250.xsrv.jp/

宍戸医院　 宍戸　英夫 福島市瀬上町字幸町8 024-553-5010 -

須川診療所 廣川　健 福島市野田町1丁目12-72 024-531-6311
http://www.kirari-
hcoop.com/office/medical-sukawa.html

鈴木医院 鈴木　信行 福島市八木田字明神149-1 024-545-0216 -

すずきクリニック 鈴木　定雄 福島市松川町字桜内7-2 024-567-2661 http://suzukiclinic-matsukawa.jp/

すえなが内科小児科医院
末永　守
末永　緑

福島市笹谷字中田4-12 024-558-1211 http://www9.plala.or.jp/suenaga/

スリープ呼吸器内科クリニック 佐藤　俊 福島市鎌田字町東２番９ 024-572-7040 http://resleep.jp/

生愛会総合リハビリテーション医療センター 小山　菊雄 福島市大笹生向原6-1 024-555-5963 http://www.seiaikai.jp/sogoriha.html

清明クリニック 佐藤　睦子 福島市清明町3-8 024-521-0855 -

せのうえ健康クリニック 岸本　祥克 福島市瀬上町四斗蒔1-6 024-554-5757
http://www.kirari-
hcoop.com/office/medical-senoue.html

武田中央医院 武田　裕作 福島市泉字仲ノ町14-13 024-559-1664 -

手塚クリニック 手塚　徹 福島市御山清水尻51 024-535-0550 http://www.tezukaclinic.jp/

てらだクリニック 寺田　督 福島市八島田字下干損田4-1 024-559-3101 -

天神橋クリニック 佐藤　佳浩 福島市渡利字天神27-1 024-528-1155 -
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とやのクリニック 川添　隆司 福島市鳥谷野字宮畑64-1 024-544-1122
http://www.kirari-
hcoop.com/office/medical-toyano.html

ながおさ整形外科 長総　義弘 福島市吉倉字八幡8-1 024-544-1852 http://www.nag-seikei.jp/

なかむら外科内科クリニック
中村　興太郎

中村　泉
福島市宮下町15-18 024-535-7518

https://www.nakamurageka-
fukushima.com/

中村内科医院 中村　善明 福島市蓬莱町2-1-8 024-549-4633 -

成田内科医院 成田　滋 福島市陣場町9-23 024-533-7787 -

にいつま内科・循環器科クリニック 新妻　一夫 福島市鎌田字一里塚5-11 024-552-2844 -

西口クリニック婦人科
本多　静香
野口まゆみ

福島市三河南町10-5 024-525-6388 -

西口ハートクリニック 小野　正美 福島市栄町1-1 024-573-8651 http://www.heart-cl.jp/

ひがしはまクリニック 待井　宏文 福島市東浜町10-16 024-563-1366 https://www.higashihama.com/

光が丘クリニック 渡辺　敢仁 福島市田沢字木曽内入２４-３ 024-572-4505 http://www.azumanh.or.jp/

皮フ科たんじクリニック 丹治　修 福島市天神町15-10 024-531-5725 http://www.tohoyk.jp/hp/tanji/

福島寿光会病院 木田　雅彦 福島市北町1-40 024-521-1370 http://hmcg.jp/fjh/

福島腎泌尿器クリニック 熊谷　研 福島市森合字屋敷下36番地の1 024-557-1815 -

ふたば皮膚科 鈴木　幹 福島市森合字蒲原18-47 024-573-0343 https://www.futaba-hifuka.com/

文化通やぎうちクリニック 柳内　務 福島市新町3-30 024-522-7733 -

蓬莱東内科 橘内　芳一 福島市蓬莱町8丁目1-1 024-548-1212 -

堀切眼科 堀切　紘子 福島市太田町８－１７ 024-563-1504
https://horikiri-eye-
clinic.jimdofree.com/

ほりこし心身クリニック 堀越　翔 福島市三河南町5-19 024-525-3151 https://horikuri.com/

本田内科医院 本田　慶一朗 福島市飯坂町平野字東原42-12 024-542-0666 -

本間内科 本間　一男 福島市笹木野字小針尻20-5 024-536-0063 -

ましこ眼科クリニック 増子　徹 福島市丸子字芳堀15-2 024-552-5335 -

待井内科糖尿病内科クリニック 待井　一男 福島市南中央1-70 024-533-5578 -

松川クリニック 村松　尚夫 福島市松川町沼袋字北原84-11 024-537-2055 -

松川中央医院 鈴木　孝安 福島市松川町字土腐8 024-567-3355 -

まつもと脳神経・内科クリニック 松本　正人 福島市南矢野目字道下35-10 024-557-1233 http://www.matsuclinic.com/

まるべりー耳鼻科 桑畑　直史 福島市太平寺字町ノ内69-1 024-529-6550 http://www.mulberry-clinic.jp/

みずの内科クリニック 水野　兼志 福島市新町8-4　ブレスビル1階 024-526-4855 http://mizuno-naika.jp/

ミツバチいたみと眠りのクリニック 佐藤　欣也 伊達市宮前29-1 024-572-5328 https://www.mitsubachi-cl.com/

南沢又あんざいクリニック 安齋　高穂 福島市南沢又舘ノ内７４-1 024-597-7718 https://www.anz-clinic.com/

南東北福島病院 藤井　眞行 福島市荒井北三丁目1-13 024-593-5100 http://www.f-str.jp/
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http://www.f-str.jp/


南福島ひまわりクリニック 伊藤　光宏 福島市黒岩字竹ノ内12-1 024-573-1009 https://mf-himawari.jp/

みみ・はな・のど　まついクリニック 松井　隆道 福島市南矢野目字上戸ノ内3-1 024-597-7543 http://matsuicl.jp/

都小児科 都　通彦 福島市東中央1丁目9 -

みやざき内科循環器科クリニック 宮崎　吉弘 福島市八木田字中島54-2 024-544-2622 http://e.oisyasan.ne.jp/miyazakicl/

むらおか内科・糖尿病内科・耳鼻咽喉
科クリニック

村岡　亮
村岡　尚恵

福島市松川町字天王原89 024-567-2244 http://muraoka-clin.byoinnavi.jp/pc/

村上耳鼻咽喉科医院 村上　正文 福島市松木町1-23 024-534-3387 http://www.murakami-jibi.jp/

村島医院 村島　正泰 福島市飯坂町字東堀切8 024-542-2131 -

森合くにい内科 國井　博隆 福島市森合字高野1-12 024-555-1881 -

八子医院
八子　直樹
八子　芳樹

福島市桜木町1-27 024-534-4850 http://yago.or.jp/

やすた耳鼻咽喉科クリニック 安田　秀男 福島市東中央2-3-9 024-525-7565 -

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

やんべ整形外科 山家　孝 福島市黒岩字榎平65-1 024-572-7725 -

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

ライフナビ　脳と痛みと美容のクリニック 遠藤　剛 福島市御山字稲荷田52-1 024-533-7771 http://www.lifenavi-clinic.com/

わたなべクリニック 渡辺　一雄 福島市成川字神崎40-1 024-593-3172 -

わたなべ内科 渡辺　芳久 福島市北沢又字川寒西9-6 024-555-1171 http://www.dr-watanabe.com/

渡辺政行整形外科クリニック 渡辺　政行 福島市北五老内町6-16 024-529-7655 -

わたり病院
丹治　伸夫
土屋　豊一

福島市渡利中江町34 024-521-2056 http://watari-hp.jp/watari/

https://mf-himawari.jp/
http://matsuicl.jp/
http://e.oisyasan.ne.jp/miyazakicl/
http://muraoka-clin.byoinnavi.jp/pc/
http://www.murakami-jibi.jp/
http://yago.or.jp/
http://www.lifenavi-clinic.com/
http://www.dr-watanabe.com/
http://watari-hp.jp/watari/


〈伊達市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 HP

伊藤皮フ科クリニック 伊藤　信夫 伊達市岡前20-1 024-551-1121 http://www.itou-hifu.jp/

大泉ほんだクリニック 本田　和也 伊達市保原町大泉字大地内135-2 024-563-7587 http://www.ooizumihonda.com/

大木内科医院 大木　厚 伊達市保原町元町4 024-575-3343 http://www.ookinaika.com/pc/

大山クリニック 大山　仁 伊達市北後13-1 024-583-2136 -

掛田中央内科
小野木　太
丹治　宏明

伊達市霊山町掛田字西裏49-1 024-586-1315 https://kakeda.info/

かしの木内科クリニック 石井　一 伊達市岡前20-6 024-551-1411 -

神岡クリニック 神岡　斗志夫 伊達市霊山町掛田字中町11-1 024-586-1318 -

上保原内科 渋谷　浩子 伊達市保原町上保原大木田8-1 024-575-3800 https://www.kamihobara-clinic.com/

菊地整形外科 菊地　秀明 伊達市坂ノ上10-1 024-583-2633 -

北福島医療センター
大槻　剛智
大平　葉子

伊達市箱崎字東23-1 024-551-0551 http://www.jinsenkai.or.jp/kitafukushima/

くまだ小児クリニック 熊田　和夫 伊達市上台2-1 024-583-5656 休診中

桑名医院 桑名　俊光 伊達市片町41 024-583-3024 -

阪内医院 阪内　正純 伊達市梁川町青葉町97 024-577-2222 -

さとう整形外科内科クリニック
佐藤　伸一
佐藤　智子

伊達市保原町東野崎70-1 024-572-7606 -

さとうファミリークリニック 佐藤　宏治 伊達市保原町上保原字中島8-5 024-574-2811 -

すずき医院 佐藤　正 伊達市保原町西町175 024-575-2563 -

せきね医院
関根　庸

関根　正人
伊達市月舘町月舘字町36-1 024-572-2333 -

武田小児科 武田　章臣 伊達市保原町栄町51 024-575-2439 -

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

伊達セントラルクリニック 森山　厚 伊達市保原町西町189-1 024-575-3215 -

ながえクリニック 永江　宣明 伊達市保原町中村町30-1 024-575-1118 -

なかのクリニック
中野　恵一
中野　新一

伊達市保原町城ノ内20-1 024-575-2246 http://nakano.fukushima.jp/

ほばら眼科 金子　久俊 伊達市保原町宮下17-1 024-573-8433 -

福島松ヶ丘病院 山本　俊昭 伊達市保原町上保原字羽山1 024-575-2291
http://www14.plala.or.jp/matsugaoka/ind
ex.html

ミツバチいたみと眠りのクリニック 佐藤　欣也 伊達市宮前29-1 024-572-5328 https://www.mitsubachi-cl.com/

もり医院 森　一弥 伊達市梁川町希望ケ丘24 024-577-7780 -

http://www.itou-hifu.jp/
http://www.ooizumihonda.com/
http://www.ookinaika.com/pc/
https://kakeda.info/
https://www.kamihobara-clinic.com/
http://www.jinsenkai.or.jp/kitafukushima/
http://nakano.fukushima.jp/
http://www14.plala.or.jp/matsugaoka/index.html
http://www14.plala.or.jp/matsugaoka/index.html
https://www.mitsubachi-cl.com/


〈国見町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 ホームページ

公立藤田総合病院 庄司　光男 伊達郡国見町塚野目三本木14 024-577-7780 http://www.fujita-hp.jp/

村上医院 村上　博史 伊達郡国見町藤田字北11-1 024-585-2152 -

〈桑折町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 HP

井上内科クリニック 井上　敏行 伊達郡桑折町大字谷地字石塚15 024-581-2202 -

遠藤内科医院 髙野　俊夫 伊達郡桑折町陣屋1-6 024-582-6788 https://endonaika.jp/

さとう整形外科クリニック 佐藤　譲 伊達郡桑折町字堰合15 024-581-0123 -

まつもとクリニック 松本　毅 伊達郡桑折町大字南半田字六角15-1 024-582-4800 -

〈川俣町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 HP

佐藤医院 高橋　重雄 伊達郡川俣町五百田20 024-566-2321 -

十二社内科外科 三宅　弘章
伊達郡川俣町大字羽田字十二社
５番地の１

024-597-8907 -

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

http://www.fujita-hp.jp/
https://endonaika.jp/


〈二本松市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 電話番号 ホームページ

かさい小児科クリニック 笠井　肇 二本松市油井字福岡161-1 0243-22-8800 -

土川産婦人科医院 土川　直樹 二本松市松岡265-16 0243-22-0035 -

東和クリニック 木住野　耕一 二本松市針道字蔵下120-1 0243-66-2122 -

本田レディスクリニック 本田　岳 二本松市本町1-229 0243-22-0301 -

枡病院
枡　一彦
猪狩　俊
枡　俊彦

二本松市本町1丁目103 0243-22-2828
http://www.masu-
med.or.jp/masu_hospital/

森小児科医院 森　秀樹 二本松市郭内2-341 0243-22-3215 -

和田医院 和田　敏末 二本松市小浜字新町20 0243-55-2303 -

渡辺医院 渡辺　文則 二本松市正法寺町186-1 0243-62-3000 http://www.watanabe-fns.com/

〈本宮市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

よしだこどもクリニック 吉田　和夫 本宮市高木字平内67-15 0243-34-6418 -

よしだ内科 吉田　幹男 本宮市本宮一ツ屋1-1 0243-63-2333 http://www.yoshidanaika-med.jp/

〈相双地区〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

三澤内科ハートクリニック 三澤　幸辰 南相馬市原町区日の出町541-4 024-534-3658 https://misawa-heart.com/index.html

http://www.masu-med.or.jp/masu_hospital/
http://www.masu-med.or.jp/masu_hospital/
http://www.watanabe-fns.com/
http://www.yoshidanaika-med.jp/
https://misawa-heart.com/index.html

