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都道府県

医療機関名

住所

北海道

響きの杜クリニック

064-0802 北海道札幌市中央区南2条西27丁目1-9

北海道

SAM CLINIC

004-0033 北海道札幌市厚別区上野幌三条6丁目5-6

北海道

新札幌恵愛会病院

004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東5丁目5番35号

北海道

函館泌尿器科

041-0801 北海道函館市桔梗町418-142

北海道

岩田外科胃腸科

001-0027 北海道札幌市北区北27条西3丁目3-11

北海道

医療法人社団 三樹会病院

003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条3-6-10

北海道

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院

003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条6-5-1

北海道

平田口腔顎顔面外科・腫瘍内科がんヴィレッジ札幌

004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条6丁目1-50

北海道

小笠原クリニック札幌病院 附属外来プラザ

005-0012 北海道札幌市南区真駒内上町1丁目1-25グリーンプラザ真駒内公園ビル

北海道

社会福祉法人 函館共愛会 共愛会病院

040-0014 北海道函館市中島町7番21号

北海道

時計台記念病院・時計台記念クリニック

060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2-3

北海道

がんメディカルクリニック CARNAMED

060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目8-1 札幌北ビル3F

北海道

柏葉脳神経外科病院

062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目7-20

北海道

のうなか医院

063-0812 北海道札幌市西区琴似２条5丁目2-10

北海道

医療法人 新産健会 LSI札幌クリニック

065-0013 北海道札幌市東区北13条東１丁目2番50号

北海道

医療法人社団 博彰会 佐野病院

071-8133 北海道旭川市末広3条3丁目1-15

北海道

医療法人社団 神楽岡医院

078-8315 北海道旭川市神楽岡5条6丁目4-16

北海道

社会医療法人 北斗 北斗病院

080-0833 北海道帯広市稲田町基線7-5

北海道

松原医院

090-0054 北海道北見市双葉町2丁目2-5

青森県

とよあきクリニック

030-0843 青森県青森市浜田2-15-5

青森県

相原内科医院

036-8062 青森県弘前市青山3-8-2

青森県

医療法人社団 クロース・トゥ・ユー ESTクリニック

036-8082 青森県弘前市大字福村字新館添20-1

青森県

医療法人蛍慈会 石木医院

039-3501 青森県青森市浅虫字蛍谷65-37

都道府県

医療機関名

住所

青森県

医療法人蛍慈会 菜の花クリニック

039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下81-2

岩手県

たにむらクリニック

020-0866 岩手県盛岡市本宮字小板小瀬13-2

岩手県

医療法人三秋会 一関中央クリニック

021-0021 岩手県一関市中央町2丁目4-2

岩手県

医療法人中庸会 花巻市石鳥谷医療センター

028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第5地割47-2

岩手県

医療法人中庸会 来久保医院

028-3171 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林10-46

岩手県

医療法人社団柊会 森整形外科

028-7111 岩手県八幡平市大更第25地割117-2

岩手県

社団医療法人 啓愛会 美希病院

029-4201 岩手県奥州市前沢区古城字丑沢上野100

宮城県

医療法人社団 青葉会 仙台駅前アエルクリニック

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1

宮城県

医療法人木島医院 一番町きじまクリニック

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1一番町平和ビル5階 医療モール

宮城県

医療法人 ならの杜 たんぽぽクリニック

981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂6-102

宮城県

宮上クリニック

989-1622 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-7-1

宮城県

東西クリニック仙台

989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成3丁目1番23号

宮城県

財団法人 仙台微生物研究所 免疫療法センター 仙微研クリニック 989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成６－６－６

宮城県

きぼうの杜クリニック

989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字権現森山82-14

宮城県

鳴子医院

989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元27－3

秋田県

すずきクリニック

010-0916 秋田県秋田市泉北3-17-10

秋田県

医療法人櫻会 大町内科外科クリニック

010-0921 秋田県秋田市大町1丁目2-23

秋田県

松浦医院

011-0936 秋田県秋田市将軍野南1丁目14-73

山形県

武田内科胃腸科医院

990-0062 山形県山形市鈴川町3-15-61

山形県

べにばな内科クリニック

990-2339 山形県山形市成沢西4-11-32

山形県

医療法人博済会 高橋胃腸科外科医院

992-0059 山形県米沢市西大通1-6-87

山形県

医療法人社団愛康会 こばやしクリニック

999-7604 山形県鶴岡市藤浪4丁目111-2

山形県

山形サトウクリニック

990-0054 山形県山形市六日町6-42 YACビル1F

福島県

ロマリンダクリニック

963-8002 福島県郡山市駅前2-11-1 ビッグアイWEST 1F

福島県

一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

963-8563 福島県郡山市八山田7丁目115

福島県

土屋病院／トータルヘルスクリニック

963-8831 福島県郡山市七つ池町26-19

福島県

医療法人 佐原病院

966-0838 福島県喜多方市字永久7689-1

AERビル11F

（旧蘇医院）

都道府県

医療機関名

住所

福島県

いなにわ医院

969-3482 福島県会津若松市河東町谷沢十文字106

福島県

医療法人社団尚誠会 根本内科胃腸科医院

972-8321 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-80

福島県

医療法人相雲会 小野田病院

975-0004 福島県南相馬市原町区旭町3-21

茨城県

医療法人 維誠会 金子医院

311-1134 茨城県水戸市百合が丘町8-5

茨城県

医療法人 秀心会 きし整形外科・内科

300-0036 茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2-303

茨城県

つくばセントラル病院

300-1211 茨城県牛久市柏田町1589-3

茨城県

龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック

301-0816 茨城県龍ヶ崎市大徳町1298-3

茨城県

ふる里クリニック

305-0035 茨城県つくば市松代5-5-12

茨城県

医療法人鳳香会 東前病院

311-1136 茨城県水戸市東前2丁目28番地

茨城県

高橋クリニック

314-0112 茨城県神栖市知手中央8丁目4-30

栃木県

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリニック

321-0112 栃木県宇都宮市屋板町561-3

栃木県

医療法人社団友志会 石橋総合病院

329-0511 栃木県下野市石橋628番地

栃木県

医療法人順風会 二荒診療所

320-0804 栃木県宇都宮市二荒町5-25

栃木県

ちかざわLadiesクリニック

321-0935 栃木県宇都宮市城東1-2-5

栃木県

川村内科医院

323-0822 栃木県小山市駅南町5-16-8

群馬県

医療法人社団松寿会 松山医院

371-0026 群馬県前橋市大手町2-4-5

群馬県

医療法人社団日高会 平成日高クリニック

370-0001 群馬県高崎市中尾町807-1

群馬県

医療法人社団醫光会 メディチクリニック

370-0032 群馬県高崎市宿大類町921-2

群馬県

医療法人千栄会 昭和病院

370-1207 群馬県高崎市綿貫町1341

埼玉県

医療法人峯昭会 さいたまセントラルクリニック

330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-759

埼玉県

あいあいクリニック

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目4-14 堀口ビル3F

埼玉県

かいわ内科

333-0842 埼玉県川口市前川1-1-55 メディパーク川口前川2階

埼玉県

医療法人社団彩葉会 安行メディカルクリニック

334-0051 埼玉県川口市安行藤八418

埼玉県

医療法人 一成会 さいたま記念病院

337-0012 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下196

埼玉県

後谷診療所

340-0831 埼玉県八潮市南後谷751

埼玉県

駅ビル医院「せんげん台」

343-0041 埼玉県越谷市千間台西 1-67駅ビル ｢トスカ｣ 5F

埼玉県

医療法人浩心会 くろだ女性クリニック

354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-12-14 プランタン21 2階

都道府県

医療機関名

住所

埼玉県

医療法人社団医凰会 並木病院

359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘5-2753

埼玉県

くぼじまクリニック

360-0831 埼玉県熊谷市久保島1785-2

埼玉県

統合医療 ライフクリニック

361-0032 埼玉県行田市佐間1-18-39

埼玉県

行田総合病院

361-0056 埼玉県行田市持田376

埼玉県

こうのす共生病院

365-0038 埼玉県鴻巣市本町6-5-18

千葉県

しののめ元山医院

266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 ５丁目18−3

千葉県

医療法人社団 幸有会 幸有会記念病院

262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町77-3

千葉県

医療法人社団 創進会 みつわ台総合病院

264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町531-486

千葉県

医療法人社団成風会 カムクリニック

270-0001 千葉県松戸市幸田2-73-1

千葉県

医療法人清志会 山本病院

270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘2-7-10

千葉県

医療法人社団 曙会 流山中央病院

270-0114 千葉県流山市東初石2-132-2

千葉県

森の診療所

270-0175 千葉県流山市三輪野山4-11-15

千葉県

野田病院

270-0237 千葉県野田市中里1554-1

千葉県

医療法人社団 洗心 嶋村トータル・ケア・クリニック

270-2241 千葉県松戸市松戸新田21-2

千葉県

医療法人社団青和会 やまびこクリニック

272-0802 千葉県市川市柏井町1-1063

千葉県

船橋ゆーかりクリニック

273-0005 千葉県船橋市本町5-3-5 伊藤LKビル4階

千葉県

中川内科胃腸科クリニック

273-0137 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町1-3-1 カーラシティ鎌ヶ谷201

千葉県

ジーク夏見クリニック

273-0865 千葉県船橋市夏見1-2-17

千葉県

光ヶ丘診療所

277-0062 千葉県柏市グリーンタウン光ヶ丘4-10-101

千葉県

おおたかの森病院

277-0863 千葉県柏市豊四季113

千葉県

あさひクリニック

284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-18-7

千葉県

聖隷佐倉市民病院

285-0825 千葉県佐倉市江原台2-36-2

千葉県

医療法人社団石誠会 さくらクリニック

293-0006 千葉県富津市下飯野1350-1

千葉県

医療法人社団寿会 小林病院

294-0056 千葉県館山市船形909番地

千葉県

医療法人社団恒仁会 伊藤胃腸科クリニック

296-0001 千葉県鴨川市横渚697

千葉県

医療法人社団蔵和会 田部整形外科

299-0245 千葉県袖ヶ浦市蔵波台5-19-7

千葉県

石井クリニック

299-2521 千葉県南房総市白子2131

都道府県

医療機関名

住所

千葉県

医療法人社団豊栄会 長島医院

299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮2551-6

千葉県

医療法人社団 井出医院

299-5225 千葉県勝浦市墨名778-13

東京都

聖ヶ丘病院

206-0021 東京都多摩市連光寺2-69-6

東京都

クリニカメディカ東京

153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-16 K・I・Tビル１F

東京都

やじまクリニック

102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-9-201

東京都

三番町ごきげんクリニック

102-0075 東京都千代田区三番町8-1三番町東急アパートメント1101

東京都

天王洲りんかいクリニック

140-0002 東京都品川区東品川２－３－１０ シーフォートスクエア１階 １１７Ａ

東京都

三原内科循環器科クリニック

133-0065 東京都江戸川区南篠崎町1-19-9 金子ビル2F

東京都

医療法人社団 ヴェリタス・メディカル・パートナーズ 麻布医院

106-0045 東京都港区麻布十番1-11-1 エスティメゾン麻布十番3階

東京都

健康増進クリニック

102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21山脇ビル5F

東京都

陳瑞東クリニック

107-0052 東京都港区赤坂2-13-5 赤坂会館B1F

東京都

統合医療・赤坂腫瘍内科クリニック

107-0052 東京都港区赤坂3-13-10 新赤坂ビル5F

東京都

宇部医院

144-0034 東京都大田区西糀谷1-13-14

東京都

東京クリニック

100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2-1 新大手町ビルヂング本館1F

東京都

UDXヒラハタクリニック

101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル6F

東京都

医療法人社団医新会 神田医新クリニック

101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2-13

東京都

瀬田クリニック東京

102-0072 東京都千代田区飯田橋3-6-5 こころとからだの元氣プラザ8階

東京都

アベ・腫瘍内科・クリニック

102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2曙杉館ビル9F

東京都

プルミエールクリニック

102-0074 東京都千代田区九段南3-2-12エルミタージュタワー

東京都

医療法人社団荘和会 半蔵門胃腸クリニック

102-0083 東京都千代田区麹町1-7-25 フェルテ麹町1.7ビル地下1F

東京都

医療法人社団光人会 新日本橋石井クリニック

103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8－6 新江戸橋ビル 1Ｆ・3Ｆ

東京都

銀座並木通りクリニック

104-0061 東京都中央区銀座4-2-2 第1弥生ビル7F

東京都

松本クリニック銀座

104-0061 東京都中央区銀座 7-15-3 第5安田ビル2F

東京都

医療法人社団青松会 ニュー新橋クリニック

105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル4F

東京都

新橋駅前内科クリニック

105-0004 東京都港区新橋1-15-7 新橋NFビル5F

東京都

医療法人社団医献会 日本在宅クリニック 青山診療所

107-0061 東京都港区北青山3-2-5 NH青山ビル4F

東京都

メディカルスキンケアYOUクリニック

107-0062 東京都港区南青山3-5-6 ディアテックビル４F

都道府県

医療機関名

住所

東京都

東京ミッドタウン先端医療研究所

107-6206 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F 東京ミッドタウンクリニック内

東京都

医療法人社団 医創会 セレンクリニック東京

108-0071 東京都港区白金台2-10-2 白金台ビル2F

東京都

品川イーストワン スキンクリニック

108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー3F

東京都

文京クリニック

113-0022 東京都文京区千駄木1丁目23-3

東京都

梅澤医院

132-0025 東京都江戸川区松江2-1-20

東京都

はやしクリニック

140-0014 東京都品川区大井4-5-7

東京都

医療法人社団盛心会 タカラクリニック

141-0022 東京都品川区東五反田2-3-2 タイセイビル9F

東京都

戸越皮膚科クリニック

142-0041 東京都品川区戸越 3-1-2 イマールビル 3F

東京都

高山クリニック

142-0053 東京都品川区中延5-4-11

東京都

すずき内科クリニック

144-0045 東京都大田区南六郷2-34-1

東京都

医療法人社団 松井病院

146-0082 東京都大田区池上2-7-10

東京都

はせがわクリニック

146-0083 東京都大田区千鳥2-27-22

東京都

医療法人社団 啓神会 Aiクリニック

151-0071 東京都渋谷区本町3-49-16 アイコービル7F

東京都

ニューシティ大崎クリニック

141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 大崎ニューシティTOCビル2階

東京都

河井クリニック

152-0031 東京都目黒区中根1-3-9 森戸ビル2F

東京都

西村内科循環器科クリニック

152-0031 東京都目黒区中根2-12-1 K＆Kビル3F

東京都

医療法人社団翔未会 桜新町クリニック

154-0015 東京都世田谷区桜新町1-7-6

東京都

ガーデンクリニック中町

158-0091 東京都世田谷区中町4-5-3

東京都

アルファクリニック

158-0095 東京都世田谷区瀬田1-3-14

東京都

ビオセラクリニック

160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番12号 ＭＦ新宿ビル

東京都

巣鴨クリニック

170-0002 東京都豊島区巣鴨2-4-2 岡田ビル301

東京都

医療法人輝鳳会 池袋クリニック

171-0022 東京都豊島区南池袋1-25-11 第15野萩ビル7F

東京都

医療法人社団桃栄会 木村牧角病院

173-0026 東京都板橋区中丸町21-3

東京都

医療法人社団誠志会 誠志会病院

174-0043 東京都板橋区坂下1-40-2

東京都

みたかヘルスケアクリニック

181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ5F-B

東京都

花小金井クリニック（温熱療法の併用が可能）

187-0003 東京都小平市花小金井南町1丁目18-25 NR花小金井駅前ビル2F

東京都

医療法人社団 八九十会 明神町クリニック

192-0046 東京都八王子市明神町3-8-13

都道府県
東京都

医療機関名

住所

鹿島内科クリニック

194-0015 東京都町田市金森 東1-25-29 金森メディカルプラザA-1

神奈川県

医療法人社団 加藤医院

253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-1-52

神奈川県

医療法人彩新会 KSPクリニック

213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークビル KSP西 5F 503号室

神奈川県

医療法人輝鳳会 横浜クリニック

221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29-1 第６安田ビル７F

神奈川県

医療法人社団 神樹会 新横浜かとうクリニック

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-9新横浜金子ビル2階

神奈川県

瀬田クリニック新横浜

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル15階

神奈川県

しばた形成外科・内科

225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目14-5 東急美しが丘ビル2F

神奈川県

鶴見大学歯学部附属病院 口腔外科

230-0063 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3

神奈川県

医療法人社団 森クリニック

236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1丁目8-27

神奈川県

医療法人あかね会 湘南山手つちだクリニック

239-0804 神奈川県横須賀市吉井2-3-5

神奈川県

横浜鶴ヶ峰病院

241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町1764

神奈川県

山﨑脳神経外科クリニック

251-0871 神奈川県藤沢市善行1-20-6

神奈川県

真鶴町国民健康保険診療所

259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴475-1

新潟県

あんべクリニック

949-6408 新潟県南魚沼市塩沢1055-16

新潟県

ヒルズクリニック

955-0803 新潟県三条市月岡1丁目23-43

富山県

医療法人 ホスピィー 浦田クリニック

937-0805 富山県魚津市本江1丁目26

富山県

竹越内科クリニック

933-0014 富山県高岡市野村377-7

富山県

カメイクリニック 高岡院

933-0874 富山県高岡市京田441-1

石川県

医療法人ホスピィー 此花町浦田クリニック

920-0852 石川県金沢市此花町 2-8

石川県

医療法人社団 金沢先進医学センター 免疫細胞治療

920-0934 石川県金沢市宝町13-1 金沢大学附属病院 敷地内

石川県

やまぐち内科クリニック

920-1155 石川県金沢市田上本町11街区3

石川県

医療法人社団 北村内科医院

924-0865 石川県白山市倉光7丁目41番地

福井県

医療法人 穂仁会 大滝東クリニック

910-0029 福井県福井市日光1-1-1

長野県

医療法人 小池医院

399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見4654

長野県

松本歯科大学病院

399-0704 長野県塩尻市広丘郷原1780

岐阜県

アカシクリニック

505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1285-1

岐阜県

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院

501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1

茅ヶ崎メディカルビル1F

都道府県

医療機関名

住所

静岡県

秋山クリニック

422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡1-2-25

静岡県

医療法人社団 華翠会 メディトピア沼津内科クリニック

410-0012 静岡県沼津市岡一色575－1

静岡県

吉村眼科内科医院

411-0824 静岡県三島市長伏224-7

静岡県

医療法人社団 盛翔会 浜松北病院

431-3113 静岡県浜松市東区大瀬町1568番地

静岡県

東海クリニック

436-0056 静岡県掛川市中央1-4-8

愛知県

医療法人エム・ディー みゆきクリニック

441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並293-4

愛知県

医療法人桂名会 木村病院

465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通1-29

愛知県

医療法人 明宣会 奥田内科クリニック

467-0047 愛知県名古屋市瑞穂区日向町2丁目9-3

愛知県

佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

468-0011 愛知県名古屋市天白区平針2-1906 KMビル２F

愛知県

アガペクリニック

470-0115 愛知県日進市折戸町孫三ヶ入61

愛知県

名草クリニック

482-0035 愛知県岩倉市鈴井町下新田145

愛知県

医療法人 光生会 光生会病院

440-0045 愛知県豊橋市吾妻町137

愛知県

医療法人さわらび会 福祉村病院 長寿医学研究所

441-8124 愛知県豊橋市野依町字山中19-14

愛知県

医療法人 鉃友会 宇野病院

444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町1番地10

愛知県

統合医療 希望クリニック

450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-27 オリファビル6F

愛知県

医療法人社団 医創会 セレンクリニック名古屋

460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-2 久屋パークビル2F

愛知県

河合まごころクリニック

464-0008 愛知県名古屋市千種区宮根台2-14-22

愛知県

覚王山クリニック

464-0052 愛知県名古屋市千種区 田代町字四観音道西5-15 有料老人ホーム覚王山生楽館1階

愛知県

クリニック チクサヒルズ

464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-24-2 千種タワーヒルズ1F

愛知県

照が丘クリニック

465-0042 愛知県名古屋市名東区照が丘61

愛知県

医療法人順正会 てしがわら病院

466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通1-7

愛知県

杉浦医院

466-0815 愛知県名古屋市昭和区山手通5-33-1

愛知県

医療法人 仁徳会 大川外科胃腸科クリニック

480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2

愛知県

医療法人 白山会 白山外科クリニック

487-0034 愛知県春日井市白山町5-21-8

三重県

飛鳥メディカルクリニック

514-0016 三重県津市乙部5-3 フェニックスメディカルセンター 1F

三重県

医療法人 友愛会 慶友整形外科

511-0853 三重県桑名市増田599-1

三重県

特定医療法人同心会 遠山病院

514-0043 三重県津市南新町17-22

都道府県

医療機関名

住所

滋賀県

竹岡診療所

525-0034 滋賀県草津市草津2丁目12-27 たかおビル2F

京都府

上羽医院

602-8052 京都市上京区下長者町通油小路東入鷹司町59

京都府

武田病院グループ・たけだ診療所

600-8216 京都府下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町606-3-2 三旺京都駅前ビル1階

京都府

医療法人幸生会 室町病院

602-0031 京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町88番地

京都府

からすま和田クリニック

604-0845 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538番地 ヤサカ烏丸御池

京都府

菅典道クリニック

606-0836 京都府京都市左京区下鴨梁田町18-1 大晋メゾネ下鴨本通り1F

京都府

百万遍クリニック

606-8225 京都府京都市左京区田中門前町 103-5

京都府

医療法人 クリニックサンルイ

607-8011 京都府京都市山科区安朱南屋敷町35 木下物産ビル(山科ラクトD棟)4F

大阪府

りんくう出島クリニック

598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうゲートタワービル12階

大阪府

青木診療所

530-0001 大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル2F

大阪府

医療法人 岡藤会 岡藤クリニック

556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-2

大阪府

医療法人 彩樹 豊中緑ヶ丘病院

560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31

大阪府

医療法人 友紘会 友紘会総合病院

567-0059 大阪府茨木市清水1-34-1

大阪府

医療法人 彩樹 守口敬任会病院

570-0021 大阪府守口市八雲東町2-47-12

大阪府

大阪ガン免疫化学療法センター

530-0043 大阪府大阪市北区天満2-10-17

大阪府

心斎橋スリーアロークリニック

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目7-11 南船場心斎橋ビル303

大阪府

医療法人仁善会 田中クリニック

544-0024 大阪府大阪市生野区生野西2丁目3-8

大阪府

堂島リーガクリニック

553-0003 大阪府大阪市福島区福島1-1-12堂島リバーフォーラム4階北

大阪府

CSクリニック

550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-5 明星ビル1F

大阪府

医療法人つとむ会 澤田内科医院

530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-200 大阪駅前第2ビル2階

大阪府

医療法人輝鳳会 新大阪NKクリニック

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル8F

大阪府

医療法人医誠会 新大阪がん血液内科クリニック

533-0033 大阪市東淀川区東中島2-9-15 日大和生ビル8階

大阪府

医療法人 たにぐちクリニック

535-0011 大阪府大阪市旭区今市2-3-21 ヴィラ千林１階

大阪府

医療法人 秀香会 山本クリニック

546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目8-2

大阪府

医療法人南谷継風会 南谷クリニック

561-0884 大阪府豊中市岡町北1-2-4

大阪府

瀬田クリニック大阪

564-0063 大阪府吹田市江坂町5-14-13

大阪府

ハズしまぶくろクリニック

567-0065 大阪府茨木市上郡2丁目13-14 ゴウダC&Eビル3階

都道府県

医療機関名

住所

大阪府

医療法人 乾がん免疫クリニック

570-0011 大阪府守口市金田町6-14-17

大阪府

京阪クリニック

570-0012 大阪府守口市大久保町3-34-8 ネイチャー21ビル2F

兵庫県

医療法人社団 永松クリニック

659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町6-22 パセオ芦屋1F

兵庫県

だいとうクリニック

670-0902 兵庫県姫路市白銀町36-1 中ノ門シャポービル2階

兵庫県

医療法人社団 医創会 セレンクリニック神戸

650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル13F

兵庫県

再生未来クリニック

651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易センタービル23F

兵庫県

医療法人社団白眉会 佐野伊川谷病院

651-2111 兵庫県神戸市西区池上2-20-1

兵庫県

胃腸科こう門科ももいクリニック

651-2131 兵庫県神戸市西区持子2-16-1

兵庫県

特定医療法人誠仁会 協和病院

651-2211 兵庫県神戸市西区押部谷町栄191-1

兵庫県

広域医療法人 順生会 芦屋グランデクリニック

659-0071 兵庫県芦屋市前田町3-5

兵庫県

なかにしクリニック

659-0093 兵庫県芦屋市船戸町3-23 芦屋三祐ビル3Ｆ

兵庫県

杉原医院

662-0813 兵庫県西宮市上甲東園3-6-21

兵庫県

医療法人社団ユニコ ユニコの森村上こどもクリニック

663-8034 兵庫県西宮市長田町1-20

兵庫県

てらおクリニック

663-8137 兵庫県西宮市池開町3-20 メイマネジメントビル2F

兵庫県

ほりいクリニック

663-8229 兵庫県西宮市今津社前町2-5-104

兵庫県

医療法人社団 星昌会 星優クリニック

664-0897 兵庫県伊丹市桜ヶ丘1-3-23

兵庫県

医療法人社団 だいとう循環器クリニック

670-0902 兵庫県姫路市白銀町20 しらさぎビル4階

奈良県

医療法人 青心会 郡山青藍病院

639-1136 奈良県大和郡山市本庄町１番地の1

奈良県

登美ヶ丘画像診断クリニック

631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘6-3-3 リコラス登美ヶ丘A棟3F

奈良県

グランソール奈良

633-2221 奈良県宇陀市菟田野松井8-1

奈良県

医療法人 やわらぎ会 やわらぎクリニック

636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南2-8-12

和歌山県

御坊なかむらクリニック

644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部715番地

和歌山県

医療法人 英邦会 本胃腸肛門クリニック

640-8329 和歌山県和歌山市田中町3丁目1番地

鳥取県

よろずクリニック

689-0202 鳥取県鳥取市美萩野1-118-4

岡山県

医療法人 産婦人科 山下クリニック

701-1202 岡山県岡山市北区楢津394-1

岡山県

すばるクリニック

710-0253 岡山県倉敷市新倉敷駅前2-29

岡山県

医療法人 輝鳳会 岡山NKクリニック

700-0913 岡山市北区大供2丁目1-1 セシルビル１F

都道府県

医療機関名

住所

広島県

花園クリニック

720-0803 広島県福山市花園町1-3-9

広島県

ちょう外科医院

720-0815 広島県福山市野上町3-4-30

広島県

JA広島厚生連 尾道総合病院

722-0002 広島県尾道市古浜町7-19

広島県

社団法人 因島医師会 因島医師会病院

722-2211 広島県尾道市因島中庄町1962

広島県

医療法人社団寿会 永山医院

730-0001 広島県広島市中区白島北町10-1

広島県

医療法人 つかさ会 高橋メディカルクリニック

730-0051 広島県広島市中区大手町3-13-29 メディオコート大手町2F

広島県

医療法人社団光仁会 梶川病院

733-0022 広島県広島市西区天満町8番7号

山口県

海風診療所

745-0076 山口県周南市梅園町1丁目38-2F

徳島県

高杉内科外科小児科 脳外科

779-3112 徳島県徳島市国府町芝原字天満25-1

香川県

医療法人社団修美会 綾田内科消化器科クリニック

761-8073 香川県高松市太田下町1872-2

香川県

上里医院

762-0011 香川県坂出市江尻町836-5

香川県

医療法人社団 寿愛会 羽崎病院

768-0072 香川県観音寺市栄町３丁目４番１号

愛媛県

立花クリニック

790-0966 愛媛県松山市立花3丁目3-25

愛媛県

医療法人財団 杏林会 東明病院

791-1123 愛媛県松山市東方町1026番地1

高知県

国見産婦人科

780-0870 高知県高知市本町4丁目2-30

高知県

医療法人 社団 若鮎 北島病院

781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1662

高知県

医療法人修命会 土佐清水病院

787-0306 高知県土佐清水市幸町5-3

高知県

新本町クリニック

780-0062 高知県高知市新本町1-1-21たけまさビル3F

高知県

うしおえ太陽クリニック

780-8018 高知県高知市竹島町13-1 うしおえメディカルビルイーア2F

福岡県

医療法人 聖療会 青木胃腸科・内科

812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 7-1-50

福岡県

医療法人 心愛 山崎リゾートクリニック

803-0864 福岡県北九州市小倉北区熊谷2-1-4

福岡県

医療法人 ひわき医院

804-0061 福岡県北九州市戸畑区中本町11-2

福岡県

医療法人新生会 新生会病院

807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役1-5-1

福岡県

医療法人社団 医創会 セレンクリニック福岡

810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-2-12 天神122ビル4F

福岡県

医療法人羅寿久会 浅木病院

811-4312 福岡県遠賀郡遠賀町浅木2丁目30-1

福岡県

博多駅前クリニック

812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12-7 第13岡部ビル3F

福岡県

医療法人慈生会 福岡がん総合クリニック

812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-1-1 富士フィルム福岡ビル6階

都道府県

医療機関名

住所

福岡県

瀬田クリニック福岡

812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町6-18 ランダムスクウェア5階

福岡県

クリニック細井皮膚科

812-0054 福岡県福岡市東区馬出1-2-21 第2岡部ビル2階

福岡県

喜多村クリニック

816-0935 福岡県大野城市錦町4-3-8

佐賀県

医療法人 古賀医院 あさひクリニック

841-0066 佐賀県鳥栖市儀徳町2907

長崎県

社会福祉法人愛隣会 波佐見病院

859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷 792-1

長崎県

医療法人すばる診療所

859-0414 長崎県諫早市多良見町元釜5-15

長崎県

長崎大学病院 細胞療法部

852-8102 長崎県長崎市坂本１丁目７番１号

長崎県

医療法人有葵会 のぼる内科クリニック

852-8155 長崎県長崎市中園町10番5号

長崎県

たけした内科小児科医院

854-0074 長崎県諌早市山川町2-13

熊本県

せんしんクリニック

861-8019 熊本県熊本市東区下南部3-2-100

熊本県

医療法人起生会 表参道吉田病院

860-0855 熊本県熊本市北千反畑町2-5

熊本県

医療法人社団東医会 松田医院 和漢堂

861-4223 熊本県熊本市城南町藤山360-2

熊本県

医療法人祐基会 帯山中央病院

862-0924 熊本県熊本市中央区帯山4丁目5–18

熊本県

七川医院

869-0445 熊本県宇土市浦田町140

熊本県

医療法人社団坂梨会 阿蘇温泉病院

869-2301 熊本県阿蘇市内牧 1153-1

大分県

大久保内科外科（内視鏡）クリニック

870-1151 大分県大分市大字市1282

大分県

髙村泌尿器科麻酔科医院

877-0012 大分県日田市淡窓1-2-62

宮崎県

医療法人 隆徳会 鶴田病院

881-0016 宮崎県西都市御舟町1丁目78番地

宮崎県

医療法人薩典会 橋口医院

880-0814 宮崎県宮崎市江平中町7-18

宮崎県

独立行政法人 国立病院機構 都城病院

885-0014 宮崎県都城市祝吉町５０３３−１

宮崎県

医療法人 宏仁会 メディカルシティ東部病院

885-0035 宮崎県都城市立野町3633-1

宮崎県

藤元総合病院

885-0055 宮崎県都城市早鈴町17街区1号

宮崎県

医療法人えびのセントロクリック

889-4304 宮崎県えびの市大字上江 1007-4

鹿児島県

つみのり内科クリニック

891-0105 鹿児島市中山町5157

鹿児島県

みのりクリニック

892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町22-6 プランドール小川町2F106-0045

鹿児島県

医療法人起生会 林内科胃腸科病院

890-0045 鹿児島県鹿児島市武2-33-8

鹿児島県

さくらクリニック

890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町29-12

都道府県

医療機関名

住所

鹿児島県

医療法人南溟会 宮上病院

891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7268

鹿児島県

医療法人天陽会 中央クリニック

892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町16番25

鹿児島県

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院

892-0852 鹿児島県鹿児島市下竜尾町4-16

鹿児島県

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター

892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町8-1

鹿児島県

医療法人奎英会 むかいクリニック

894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町24-10

沖縄県

医療法人ミラソル のはら元氣クリニック

900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-21-21

沖縄県

仲原漢方クリニック

900-0013 沖縄県那覇市牧志2-18-27

沖縄県

医療法人 八重洲クリニック

900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目23-13

沖縄県

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院附属 健康管理センター

901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎3番49

沖縄県

医療法人玉福 空と海とクリニック

901-0244 沖縄県豊見城市字宜保370番地

沖縄県

ハートフルクリニック

901-0311 沖縄県糸満市字武富169-2

