
　　　　    地域医療連携・登録医一覧

〈福島市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

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

http://art-
clinic.byoinnavi.jp/
pc/

医療法人湖山荘　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

http://azumastcl.jp/

あづま脳神経外科病院 渡辺　敢仁
福島市大森字柳下１６－
１

http://www.azumanh.o
r.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

http://abeclinic.web.fc
2.com/index.html

余目内科クリニック　 鈴木　孝雄
福島市下飯坂字中城１１
－３

医療法人　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３－２
２

(医)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
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 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

池田胃腸科外科医院　 池田　公彦
福島市笹谷字葭野２１－
１

石井クリニック 石井　彌 福島市上町４－３４
http://ishii-
clinic.art.coocan.jp/nin
dex.html

泉田内科こども医院 泉田　太郎
福島市宮代字前田１９－
２０

http://izumidaclinic
.jp/

医療法人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

http://www.isome-
child.jp/

医療法人　板倉病院 海野　幸浩 福島市成川下畑２６－１

医療法人　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

http://www.ichikawac
linic.com/

社会医療法人一陽会　一陽会病院 寺山　賢次 福島市八島町１５－２７ 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

医療法人　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

http://www.inomoto-
jibika.com/

医療生協わたり病院
丹治　伸夫
土屋　豊一

福島市渡利中江町34
http://watari-
hp.jp/watari/
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施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

岩崎消化器科内科医院 岩崎　勝利 福島市丸子字沢目33-3

いわた整形外科 岩田　仁男
福島市南矢野目字荒屋敷
53-8

岩谷医院　 岩谷　文夫
福島市太田町１７－２７ ラ
シェール追分１F

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
http://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

http://www.okawa-
ladies.com/

大河内皮膚科医院 大河内　朝之 福島市新浜町２－４３

大武胃腸科外科医院 大武　省三
福島市野田町１－１２－
８０

大原こどもクリニック 大原　洋一郎 福島市春日町１２－３２

大平内科クリニック 大平　謹一郎 福島市森合字台１５－３

おがたクリニック 尾形　眞光 福島市矢倉下１０－１

医療法人桜樹会　岡部クリニック 八子　亮
福島市岡部字前田１５９
－１

http://yago.or.jp/fram
e.htm

おぎはら泌尿器と目のクリニック 荻原　雅彦 福島市荒町２－１２

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

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

小島内分泌内科クリニック 小島　元子 福島市松浪町２－８
http://www16.ocn.ne.
jp/~mocl/

医療法人　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

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
http://oroshi-
1166.byoinnavi.jp/pc
/

鎌田クリニック 板垣　茂
福島市鎌田字舟戸前２５
－１

http://e.oisyasan.ne
.jp/kamata-cl/

上野寺内科クリニック 高瀬　裕子
福島市上野寺字西原９－
１

http://horikuri.com/ka
minodera/

きらり健康生活協同組合　上松川診療所 春日　良之 福島市北沢又番匠田５

http://www.kirari-
hcoop.com/medical/me
dical_kamimatsukawa.
html

菅野産婦人科医院　 菅野　寛
福島市蓬莱町２－１－１
１

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
http://www.myclinic.n
e.jp/kanno/pc/index.h
tml

医療法人社団敬愛会　きくち医院 菊池　琉美子 福島市太平寺児子塚３６
http://keiai-
kai.com/kikuti/

医療法人　菊池クリニック 菊池　哲也 福島市花園町７－３１



施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

医療法人恵仁会　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
http://kitatan.byoinna
vi.jp/pc/

きっかわ皮膚科 吉川　康之
福島市南中央1丁目６５
－９

http://www.uyou.gr.j
p/kikkawa-hifu/

木村内科医院 木村　忍
福島市渡利七社宮１０－
１

久津医院 久津　由紀子 福島市入江町１３－３
http://www.kuzu-
mc.jp/pc/

クリニック２１ 高木　徹
福島市栄町６－６ ユ
ニックスビル２Ｆ

http://clinic21.org/

介護老人保健施設　ケアフォーラムあづま 樋口　郁夫
福島市大森字柳下４８－
１

http://www.azumanh.o
r.jp/careforum/index
.php

敬愛シニアガーデン卸町 幡　進
福島市田沢字桜台３６－
８

http://keiai-
kai.com/oroshimachi

児玉胃腸科内科 児玉　健夫 福島市浜田町７－２７

医療法人　後藤医院 後藤　勝博
福島市飯坂町平野堂の前
１１

医療法人　後藤整形外科 後藤　英隆
福島市鎌田字門丈檀10-
10

紺野整形外科 紺野　宣郎
福島市丸子字漆方６－１
０

こんの内科クリニック 今野　正巳 福島市曾根田町３－１９

さいとう医院 斎藤　孝一
福島市飯坂町湯野字浦湊
２－８

斎藤医院　 斉藤　光 福島市飯野町字町８１

齋藤皮膚科クリニック 齋藤　英二
福島市八木田字井戸上８
９－１

酒井内科クリニック 酒井　久雄
福島市岡部字中条８２－
１

http://www1.ocn.ne.j
p/~sakaiimc/

佐久間内科 佐久間　隆 福島市陣場町４－８

さくま内科クリニック 佐久間　文隆 福島市山下町４－１１

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

医療法人　笹木野みやけ内科外科 三宅　弘章
福島市笹木野字中小屋１
６－２

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

医療法人　佐藤医院 佐藤　幹夫 福島市陣場町１－８
http://m-
sato.byoinnavi.jp/pc
/

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

さとう胃腸科内科 佐藤　英典
福島市鳥谷野字宮畑９３
－３



施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

さとう内科医院 佐藤　武寿 福島市豊田町４－１２

さとう日出夫整形外科 佐藤　日出夫 福島市岡部字中条６５

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

宍戸医院　 宍戸　英夫 福島市瀬上町字幸町８

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

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４－１
２

http://www9.plala.or
.jp/suenaga/

きらり健康生活協同組合　須川診療所 廣川　健
福島市野田町1丁目１２
－７２

http://www.kirari-
hcoop.com/medical/me
dical_sukawa.html

医療法人社団　鈴木医院 鈴木　信行
福島市八木田字明神１４
９－１

http://www.d4.dion.n
e.jp/~suzuki-n/

医療法人　すずきクリニック 鈴木　定雄
福島市松川町字桜内７－
２

http://suzukiclinic-
matsukawa.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
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

きらり健康生協　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

http://www.kirari-
hcoop.com/medical/me
dical_senoue.html

医療法人　武田中央医院 武田　裕作
福島市泉字仲ノ町１４－
１３

手塚クリニック 手塚　徹 福島市御山清水尻５１
http://www.tezukacli
nic.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

天神橋クリニック 佐藤　佳浩
福島市渡利字天神２７－
１

きらり健康生活協同組合　とやのクリニック 川添　隆司
福島市鳥谷野字宮畑６４
－１

http://www.kirari-
hcoop.com/medical/me
dical_toyano.html

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

医療法人社団杏仁会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

http://www5a.biglobe
.ne.jp/~nakamura/

中村内科医院 中村　善明 福島市蓬莱町２－１－８

成田内科医院 成田　滋 福島市陣場町９－２３

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

http://www.soma.or.jp
/~tokin/nitsuma/nitsu
ma.htm



施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

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

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

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

医療法人五光会　福島寿光会病院 木田　雅彦 福島市北町１－４０
http://www.jkknet.or
.jp/fjh/

医療法人　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

福島西部庭坂クリニック 大内　博
福島市町庭坂字畑外６－
１６

福島西部病院健診センター 阪場　貞夫 福島市東中央３丁目１５
http://keiai-
kai.com/kensin/index
.shtml

福島南循環器科病院 佐藤　百合子
福島市方木田字辻ノ内３
－５

http://www.keiai-
kai.com/minami/

医療法人慶愛会　文化通やぎうちクリニック 柳内　務 福島市新町３－３０

蓬莱東内科 橘内　芳一
福島市蓬莱町８丁目１－
１

医療法人　ほりこし心身クリニック 高野　佳寿子 福島市三河南町５－１９ http://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

医療法人杏泉堂　本間内科 本間　一男
福島市笹木野字小針尻２
０－５

ましこ眼科クリニック 増子　徹
福島市丸子字芳堀１５－
２

医療法人　待井循環器科内科クリニック 待井　一男 福島市南中央１－７０

松川クリニック 村松　尚夫
福島市松川町沼袋字北原
８４－１１

松川中央医院 鈴木　孝安 福島市松川町字土腐８

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３
５－１０

http://www.matsuclin
ic.com/

まるべりー耳鼻科 桑畑　直史
福島市太平寺字町ノ内６
９－１

http://www.kit.hi-
ho.ne.jp/mulberry-
clinic/

医療法人　三河台クリニック 佐藤　安一
福島市野田町２－４－１
９

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

http://mizuno-
naika.jp/

一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 藤井　眞行
福島市荒井北三丁目1番
地の１３

http://www.f-str.jp/

南福島クリニック 東梅　誠太郎
福島市永井川字壇ノ腰１０－
３ コーラルハーモニー

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
https://mf-
himawari.jp/



施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

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

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

http://e.oisyasan.ne.jp
/miyazakicl/

むらおか内科・耳鼻科・整形外科クリニック
村岡　修
村岡　亮

村岡　尚恵

福島市松川町字天王原８
９

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

医療法人泰博会　村島医院 村島　正泰 福島市飯坂町字東堀切８

森合くにい内科 國井　博隆
福島市森合字高野１－１
２

医療法人桜樹会　八子医院
八子　直樹
八子　芳樹

福島市桜木町１－２７ 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

やまもり内科 山守　伸一
福島市八島田字琵琶渕６
２－２

医療法人温故堂　山家整形外科 山家　孝 福島市黒岩字榎平65-1

横田泌尿器科 横田　季世士
福島市野田町６－６－１
３

ライフ・ナビクリニック 遠藤　剛 福島市松浪町７－２６
http://www.lifenavi-
clinic.com/

医療法人　六角クリニック 六角　玄一
福島市仁井田字下鎌１４
－１

わたなべクリニック 渡辺　一雄
福島市成川字神崎４０－
１

わたなべ内科 渡辺　芳久
福島市北沢又字川寒西９
－６

http://www.dr-
watanabe.com/

医療法人健正會　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６－１
６



〈伊達市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

医療法人伊藤皮フ科クリニック 伊藤　信夫 伊達市岡前２０－１
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

http://www.ooizumiho
nda.com/

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

大山クリニック 大山　仁 伊達市北後１３－１

医療法人　掛田中央内科
高野　俊夫
小野木　太
丹治　宏明

伊達市霊山町掛田字西裏
４９－１

http://www.kakeda.or
.jp/

かしの木内科クリニック 石井　一 伊達市岡前２０－６

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

医療法人尚仁会　上保原内科 片平　俊一
伊達市保原町上保原大木
田８－１

http://kamihobara.by
oinnavi.jp/pc/

菊地整形外科 菊地　秀明 伊達市坂ノ上10-1

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
http://www.jinsenkai
.or.jp/sisetu-
annai/kitahuku/

医療法人　くまだ小児クリニック 熊田　和夫 伊達市上台２－１

医療法人　桑名医院 桑名　俊光 伊達市片町４１

医療法人　阪内医院 阪内　正純 伊達市梁川町青葉町９７

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

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

医療法人　すずき医院 佐藤　正 伊達市保原町西町１７５

セイントクリニック 佐藤　喜一
伊達市保原町上保原字大
地内39-4

http://www.jinsenkai
.or.jp/sisetu-
annai/saint/

医療法人　せきね医院
関根　庸

関根　正人
伊達市月舘町月舘字町３
６－１

医療法人　武田小児科 武田　章臣 伊達市保原町栄町５１

だて耳鼻科パオパオ 鈴木　聡明 伊達市梨子木町２７－１
http://1st.geocities.jp
/datejibikapaopao/ind
ex.html

医療法人厚良会　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



施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

医療法人　ながえクリニック 永江　宣明
伊達市保原町中村町３０
－１

医療法人敬仁会　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

http://www14.plala.o
r.jp/nakanohp/

医療法人湖山荘　福島松ケ丘病院 山本　俊昭
伊達市保原町上保原字羽
山１

http://www14.plala.o
r.jp/matsugaoka/

医療法人敬和会　もり医院 森　一弥
伊達市梁川町希望ケ丘２
４

〈国見町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 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

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

医療法人　慈心会　村上病院 村上　博史
伊達郡国見町藤田字北
１１－１

http://murakami-
hp.byoinnavi.jp/pc/

〈桑折町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

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

遠藤内科医院 遠藤　毅 伊達郡桑折町陣屋１－６

医療法人　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

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

〈川俣町〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 ホームページ

佐藤医院 高橋　重雄 伊達郡川俣町五百田２０

医療法人白鷲会　十二社クリニック 角田　理恵子
伊達郡川俣町羽田字十二
社５－１

鈴木内科医院 鈴木　秀
伊達郡川俣町字新中町２
１－３



〈二本松市〉

施設名
医師名

（敬称略）
住所 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１６
１－１

土川産婦人科医院 土川　直樹
二本松市松岡２６５－１
６

東和クリニック 木住野　耕一
二本松市針道字蔵下１２
０－１

http://towa-
clinic.byoinnavi.jp/pc/
guide.html

本田レディスクリニック 本田　岳 二本松市本町１－２２９

医療法人辰星会　枡病院
枡　一彦
猪狩　俊
枡　俊彦

二本松市本町１丁目１０
３

http://www.masu-
med.or.jp/masu_hospi
tal/

医療法人　森小児科医院 森　秀樹 二本松市郭内２－３４１

和田医院 和田　敏末 二本松市小浜字新町２０

渡辺医院 渡辺　文則
二本松市正法寺町１８６
－１

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

よしだ内科 吉田　幹男 本宮市本宮一ツ屋１－１
http://www.yoshidanai
ka-med.jp/


