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災害時リウマチ患者支援事業協力医療機関台帳
平成24年9月

札幌社会保険総合病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

松田整形外科病院

整形外科

北海道札幌市北区北18条西4丁目1-35

011-746-3666

北海道札幌市北区あいの里2条5丁目1

011-778-7575
011-866-5511

医療機関名

診療科名

北海道医療大学病院

011-893-3000

内科･ﾘｳﾏﾁ科

北海道札幌市白石区南郷通18丁目北3-28

佐川昭リウマチクリニック

ﾘｳﾏﾁ科･内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

北海道札幌市中央区北1条西7丁目 パシフィックマークス札幌北1条5Ｆ 011-271-0770
北海道札幌市中央区北1条東1丁目2-3

011-251-1221

北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1

011-726-2211

市立札幌病院

ﾘｳﾏﾁ科

さっぽろ幌西クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

北海道札幌市中央区南9条西15丁目3-30

011-551-3315

手稲内科リウマチクリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科･放射線科

北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目1-23 手稲本町2-4ビル

011-695-3900

北海道札幌市手稲区曙2条2丁目2-27

011-681-9321

内科

北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-26

011-852-8866

整形外科

北海道札幌市豊平区平岸7条13丁目5-22

011-812-7001

勤医協中央病院

内科(ﾘｳﾏﾁ･膠原病)

北海道札幌市東区伏古10条2丁目15-1

011-782-9111

フクダ旭川メディハイルペインクリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

北海道旭川市末広5条7丁目1-1

0166-57-8810

道北勤医協一条通病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

北海道旭川市豊岡1条1丁目17-3

0166-34-2111

健康会おおあさクリニック

整形外科

北海道江別市大麻中町2-17

011-388-2233

大本内科クリニック

ｳﾏﾁ科

北海道小樽市稲穂4-9-17

0134-24-0066

即仁会北広島病院

整形外科

北海道北広島市栄町1-5-2

011-373-5811

北海道北見市北6条東2丁目1

0157-24-3115

延山会西成病院
札幌しらかば台病院
○ 北海道整形外科記念病院

総合病院北見赤十字病院
苫小牧東病院

ﾘｳﾏﾁ科

北海道苫小牧市明野新町5-1-30

0144-55-8811

函館赤十字病院

整形外科

北海道函館市堀川町6-21

0138-51-5315

みきた整形外科クリニック

整形外科

北海道深川市五条9-5

0164-26-2626

剛整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

青森県青森市花園2-22-3

017-741-6100

整形外科

青森県弘前市境関西田59-1

0172-28-1211

整形外科

青森県弘前市富野町1

0172-32-4311

○ 弘前記念病院
独立行政法人国立病院機構弘前病院
○ 弘前大学医学部附属病院
岩手県

ＴＥＬ

清香会おおしま内科胃腸科クリニック
○ カレスサッポロ時計台記念病院

青森県

○印は幹事医療機関

所在地・連絡先
所在地
北海道札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1

都道府 幹事
県
機関
北海道

公益財団法人 日本リウマチ財団
◎印は代表幹事医療機関

膠原病内科

青森県弘前市本町53

0172-39-5053

吉田整形外科・リウマチ科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

岩手県盛岡市本町通1-9-28

019-604-3820

駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック

リウマチ科

岩手県盛岡市盛岡駅通9-10 丸善ビル

019-622-1121

須藤内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1 ﾏﾘｵｽ11F

019-621-5222

整形外科

岩手県花巻市台2-85-1

0198-27-2011

整形外科

岩手県下閉伊郡山田町川向町4-6

0193-82-3328

○ 岩手医科大学附属花巻温泉病院
晃生会近藤医院
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しかない整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

所在地・連絡先
所在地
宮城県仙台市青葉区中山9-1-3

森整形外科リウマチ科クリニック

整形外科

宮城県仙台市泉区南中山1-42-5 ﾎﾗｲｿﾞﾝﾋﾞｭｰ22ﾋﾞﾙ3F

都道府 幹事
県
機関
宮城県

医療機関名

◎ 独立行政法人国立病院機構西多賀病院

診療科名

ﾘｳﾏﾁ疾患研究ｾﾝﾀｰ

宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11

022-245-2111

宮城県仙台市宮城野区新田東1-17-5

022-237-5311

NTT東日本東北病院

ﾘｳﾏﾁ科

宮城県仙台市若林区大和町2-29-1

022-236-5711

宮城県気仙沼市田中184

0226-22-7100

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木60

022-345-3101

佐々木整形外科

整形外科

宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神53-4

0229-32-2011

秋田大学医学部附属病院

腎臓内科・ﾘｳﾏﾁ内科

秋田県秋田市広面蓮沼44-2

018-884-6009

○ 秋田赤十字病院

整形外科

秋田県秋田市上北手猿田苗代沢222-1

018-829-5000

大館市立総合病院

小児科･小児ｱﾚﾙｷﾞｰ科

秋田県大館市豊町3-1

0186-42-5370

京回生会わたなべ整形外科

整形外科

秋田県能代市落合中前田207

0185-52-8881

楊整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

秋田県能代市栄町16-8

0185-89-7771

整形外科・第一内科

山形県山形市飯田西2-2-2

023-633-1122

整形外科

山形県山形市沖町79-1

023-682-1111

○ 山形大学医学部附属病院
済生会山形済生病院
日本海総合病院

福島県

022-279-1184

ﾘｳﾏﾁ科

○ 公立黒川病院

山形県

022-277-2330

東仙台リウマチ科内科クリニック
気仙沼市立病院

秋田県

ＴＥＬ

山形県酒田市あきほ町30

0234-26-2001

丹心会吉岡病院

整形外科

山形県天童市東本町3-5-21

023-654-1188

阿達医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

山形県長井市あら町6-47

0238-88-2098

齋藤内科クリニッｸ

内科･ﾘｳﾏﾁ科

山形県南陽市宮内4652-1

0238-47-2411

三友堂病院

整形外科

山形県米沢市中央6-1-219

0238-24-3700

大原綜合病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

福島県福島市大町6-11

024-526-0300

○ 福島赤十字病院

内科

福島県福島市入江町11-31

024-534-6101

○ 厚生会福島第一病院

整形外科

福島県福島市北沢又成出16-2

024-557-5111

あいづ整形外科リハビリテーションクリニック

整形外科

福島県会津若松市門田町日吉字対馬館

0242-28-1205

秀誠会村上整形外科

整形外科

福島県郡山市安積町荒井打登喜34-1

024-945-8577

福島県郡山市大町2-1-16

024-923-3711

ﾘｳﾏﾁ科･内科

福島県須賀川市和田弥六内356-4

0248-76-3400

内科

福島県伊達郡川俣町鶴沢川端2-4

024-566-2323

星総合病院
西間木医院
○ 済生会川俣病院
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都道府 幹事
県
機関
茨城県

029-254-5151

整形外科

茨城県笠間市鯉淵6528

0296-77-1121

診療科名

水戸済生会総合病院
茨城県立中央病院
○ 筑波大学臨床医学系

膠原病ﾘｳﾏﾁｱﾚﾙｷﾞｰ内科

茨城県つくば市天王台1-1-1

029-853-3186

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

茨城県土浦市西並木3690

029-824-3434

取手整形外科医院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

茨城県取手市新町1-7-13

0297-72-0744

内科･ﾘｳﾏﾁ科

茨城県日立市西成沢町2-2-1

0294-25-6520

庚午会中山病院

整形外科

茨城県ひたちなか市東石川3-15-10

029-274-9955

厚友会城西病院

整形外科

茨城県結城市結城10745-24

0296-33-2111

菊山医院

内科

茨城県結城郡八千代町高崎1073

0296-48-1294

渡辺整形外科医院

整形外科

栃木県大田原市浅香1-4-3

0287-22-7583

関根整形外科医院

整形外科

栃木県小山市駅南町1-9-15

0285-27-6713

川村内科医院

内科

栃木県小山市駅南町5-16-8

0285-28-1332

光風会光南病院

整形外科

栃木県小山市乙女795

0285-45-7711

すずき整形外科

整形外科

栃木県小山市喜沢438-1

0285-23-2010

倉持整形外科鹿沼

ﾘｳﾏﾁ科

栃木県鹿沼市緑町2-1-34

0289-63-3300

山本整形外科医院

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

栃木県下野市駅東6-1-22

0285-44-6820

都丸整形外科医院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

栃木県下野市下古山460-1

0285-52-1010

小金井中央病院

整形外科

栃木県下野市小金井2-4-3

0285-44-7000

自治医科大学附属病院

ｱﾚﾙｷﾞｰ・ﾘｳﾏﾁ科

栃木県下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

栃木県栃木市大平町富田592-1

0282-43-2233

整形外科

栃木県那須塩原市塩原1333

0287-32-4111

栃木県河内郡上三川町上三川2360

0285-56-7111

藤沼医院
○ 栃木県医師会塩原温泉病院
しらさぎ会新上三川病院
群馬県

ＴＥＬ

誠仁会都和病院
○ 西成田医院

栃木県

所在地・連絡先
所在地
茨城県水戸市双葉台3-3-10

医療機関名

群馬県立心臓血管センター

整形外科

群馬県前橋市亀泉町甲3-12

027-269-7455

群馬大学附属病院

整形外科・腎臓・ﾘｳﾏﾁ内科

群馬県前橋市昭和町3-39-15

027-220-7111

深沢整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

群馬県前橋市西片貝町3-124-2

027-220-5277

髙柳整形外科・歯科クリニック

整形外科

群馬県伊勢崎市香林町2-863-2

0270-20-8866

日高会日高病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

群馬県高崎市中尾町886

027-362-6201

日高会平成日高クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

群馬県高崎市中尾町807-1

027-361-1215

整形外科

群馬県高崎市井野町1040

027-370-5656

○ 井上病院群馬リウマチクリニック
○ 井上病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

群馬県高崎市通町55

027-322-3660

仁和会野口病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

群馬県高崎市請地町38

027-322-2288

慶友整形外科病院

整形外科

群馬県館林市羽附町1741

0276-72-6000

薬師寺整形外科クリニック

整形外科

群馬県藤岡市下栗須9-2

027-420-1555
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川越医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

所在地・連絡先
所在地
埼玉県さいたま市浦和区領家2-9-17

都道府 幹事
県
機関
埼玉県

医療機関名

診療科名

048-886-5014

さいたま赤十字病院

内科

埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-33

048-852-1111

けやき医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県さいたま市西区中野林643-2

048-620-1222

井上整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県さいたま市南区太田窪2-11-22

048-813-7107

埼玉県総合リハビリテーションセンター

整形外科

埼玉県上尾市西貝塚148-1

048-781-2222

守田内科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞ科･心療内科

埼玉県春日部市南2-6-27

048-737-6300

粂川内科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県川口市戸塚2-23-6

048-294-6833

かねこ内科リウマチ科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県川口市西新井宿305

048-284-1155

埼玉県川越市鴨田辻道町1981

049-228-3433

○ 埼玉医科大学総合医療センター

千葉県

ＴＥＬ

真正会霞ヶ関南病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

埼玉県川越市安比奈新田283-1

049-232-1313

北里大学北里研究所メディカルセンター病院

内科

埼玉県北本市荒井6-100

048-593-1212

籐和会藤間病院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県熊谷市末広2-137

048-522-0600

木村整形外科

整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ^ｼｮﾝ科・ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県熊谷市原島689-4

048-527-0055

小林整形外科

整形外科

埼玉県熊谷市玉井南1-49-2

048-533-8558

南越谷内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県越谷市南越谷1-6-62

048-989-0006

江川整形外科医院

整形外科

埼玉県越谷市登戸町16-26

048-985-7166

あずまリウマチ・内科クリニック

リウマチ内科

埼玉県狭山市入間川1-3-2

04-2900-1155

平田クリニック

内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県草加市新栄町73

048-942-1245

勝医会深谷整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県深谷市宿根東通245-1

048-574-0022

萌草会草野整形外科

整形外科

埼玉県富士見市勝瀬3432 アイムプラザ2F

049-266-1866

安藤医院

内科・ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県ふじみ野市福岡中央1-7-17

049-261-0634

高橋外科整形外科

整形外科

埼玉県本庄市千代田1-4-22

0495-22-6211

埼玉医科大学病院

ﾘｳﾏﾁ膠原病科

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

049-276-1278

大野クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

埼玉県比企郡小川町小川491

0493-74-1868

○ 豊流会ツチダクリニック

ﾘｳﾏﾁ科

千葉県千葉市中央区弁天1-17-10

043-309-1114

独立行政法人国立病院機構千葉東病院

ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病科

千葉県千葉市中央区仁戸名町673

043-261-5171

千葉大学医学部附属病院

小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病内科

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171

東山整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

千葉県千葉市花見川区幕張町4-623-1

043-272-2527

千葉リハビリテーションセンター

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2

043-291-1831

長谷川整形外科

整形外科

千葉県千葉市若葉区加曽利町1603-2

043-214-1141

茆原内科医院

ﾘｳﾏﾁ科･内科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

千葉県市川市真間2-1-2

047-324-2800

5
都道府 幹事
県
機関
千葉県

医療機関名

ＴＥＬ

鈴木整形外科

整形外科

千葉県印西市高花5-1-2

0476-47-0771

塚原整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

千葉県柏市大井1881-1

04-7160-6111

ふたわ整形外科内科

整形外科

千葉県船橋市二和東6-24-9

047-440-5850

鎗田整形外科医院

整形外科

千葉県茂原市道表3

0475-24-8686

戸叶医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

千葉県八千代市八千代台北5-8-11

047-486-1483

市明会寺島整形外科医院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

千葉県八千代市大和田860-12

047-482-0075

ﾘｳﾏﾁ科・内科・整形外科

千葉県四街道市鹿渡934-5

043-422-2511

和田小児科医院

小児科･内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都足立区西保木間2-15-23

03-3884-2301

昭愛会水野記念病院

整形外科

東京都足立区西新井6-32-10

03-3898-8080

○ 独立行政法人国立病院機構下志津病院
東京都

所在地・連絡先
所在地

診療科名

○ 東京女子医科大学東医療センター

整形外科

東京都荒川区西尾久2-1-10

03-3810-1111

○ 東邦大学医療センター大森病院

膠原病科・整形外科

東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

池上総合病院

整形外科・リウマチ科

東京都大田区池上6-1-19

03-3752-3151

森山整形外科

整形外科

東京都大田区鵜の木2-3-3

03-3756-3320

爽風会おその整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科･心療内科

東京都葛飾区お花茶屋1-12-5

03-3690-8288

安倍内科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都葛飾区東新小岩5-15-3

03-3692-3513

佐藤整形外科医院

ﾘｳﾏﾁ科・整形外科・内科

東京都葛飾区東金町1-26-5

03-3627-8686

亀戸佐藤のり子クリニック

整形外科

東京都江東区亀戸5-2-1 KAMEIDO EX8Ｆ

03-5858-0121

穂坂クリニック

ﾘｳﾏﾁ科

東京都品川区小山3-24-6

03-3781-1351

上田診療所

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都品川区北品川1-11-1 寿ﾋﾞﾙ１F

03-5495-7800

ﾘｳﾏﾁ･膠原病内科

東京都品川区旗の台1-5-8

03-3784-8532

内藤小児科内科医院

内科･小児科･ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

東京都渋谷区恵比寿南2-5-9

03-3713-2526

河北総合病院

内科・ﾘｳﾏﾁ科

東京都杉並区阿佐谷北1-7-3

03-3339-2121

高円寺南診療所

ﾘｳﾏﾁ科･内科

東京都杉並区高円寺南3-46-5 後藤ビル1F

03-3318-1822

都立墨東病院

ﾘｳﾏﾁ科

東京都墨田区江東橋4-23-15

03-3633-6151

東京都リハビリテーション病院

ﾘｳﾏﾁ科・整形外科

東京都墨田区堤通2-14-1

03-3616-8600

○ 昭和大学病院

東信会世田谷リウマチ膠原病センター

ﾘｳﾏﾁ科･内科･整形外科

東京都世田谷区経堂2-4-6

03-6413-4666

森田整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都中央区日本橋人形町2-17-4

03-3666-7089

凛生会目白整形外科

整形外科

東京都豊島区目白3-4-11 目白NCKビル3F

03-5988-7211

雙和会原整形外科病院

ﾘｳﾏﾁ科

東京都豊島区西池袋3-36-23

03-3988-5005

誠弘会平木整形外科内科

整形外科・内科

東京都練馬区中村北3-15-5

03-3999-7002

ﾘｳﾏﾁ科

東京都練馬区旭町2-35-14

03-3939-4412

整形外科

東京都練馬区土支田2-42-16

03-5947-3699

○ 吉野記念クリニック
たいら整形外科クリニック
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都道府 幹事
県
機関
東京都

リウマチ科

所在地・連絡先
所在地
東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

膠原病･ﾘｳﾏﾁ内科

東京都文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

医療機関名
日本医科大学付属病院

○ 順天堂大学医学部附属順天堂医院
○ 東京大学医学部附属病院

診療科名

ｱﾚﾙｷﾞｰ･ﾘｳﾏﾁ内科

東京都文京区本郷7-3-1

03-5800-8825

東京医科歯科大学医学部附属病院

膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科

東京都文京区湯島1-5-45

03-3813-6111

独立行政法人国立病院機構東京医療センター

内科

東京都目黒区東が丘2-5-1

03-3411-0111

桜井整形外科クリニック

整形外科

東京都目黒区祐天寺1-15-6

03-5723-8166

葉山医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都あきる野市引田552

042-558-0543

蓮村整形外科医院

整形外科

竹口病院

神奈川県

ＴＥＬ

東京都昭島市田中町2-24-26

042-545-4312

東京都昭島市玉川町4-6-32

042-541-0176

杉本医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都清瀬市元町2-7-1

042-492-1199

リウマチ科･アレルギー科クリニックひらまつ内科

ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科･内科･呼吸器科

東京都国分寺市南町2-11-14 トミービル西館4Ｆ

042-301-1111

長岡整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

東京都狛江市東和泉1-29-14

03-3430-6162

貝取内田医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都多摩市貝取1-52-1 ﾉｰﾌﾞﾙ貝取1F

042-389-3646

富士森内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

東京都八王子市台町2-14-20

042-621-0300

野口整形外科

整形外科

東京都町田市玉川学園7-4-4

042-723-2203

杏林大学医学部付属病院

第一内科・整形外科

東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

武蔵境駅前クリニック

内科

東京都武蔵野市境1-15-10 イストワール2Ｆ

0422-59-0366

昭美会新城医院

整形外科

東京都東大和市上北台3-446-15

042-565-3161

ひろた内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科･呼吸器科

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-23-1

045-905-2401

市が尾整形外科クリニック

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県横浜市青葉区市ｹ尾町1063-12 ｺｽﾓｽ市が尾パートⅡ 101

045-973-8013

くろしお整形外科

整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県横浜市泉区上飯田町938 いずみ中央クリニックビル2F

045-801-5003

富岡内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

神奈川県横浜市金沢区並木1-17-3

045-773-6600

ﾘｳﾏﾁ科・整形外科

神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1

045-782-2101
045-584-0088

○ 横浜南共済病院
千葉整形外科リウマチ科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町7-7

たに内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-125 伊勢佐木クイントパラディオ1Ｆ 045-241-4114

クリニックミクニ

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

神奈川県横浜市南区六ツ川3-40-1

045-714-0392

けやき会安間医院

内科

神奈川県小田原市栄町2-7-18

0465-23-3567

吉井会吉井整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県小田原市栄町2-15-16

0465-24-5151

近藤整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県小田原市久野766-4

0465-35-7055

○ 川崎市立川崎病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

神奈川県川崎市川崎区新川通12-1

044-233-5521

新世会回生医院

整形外科

神奈川県川崎市中原区新城中町2-10

044-777-3772

佐治医院

内科

神奈川県川崎市宮前区野川2238-7

044-766-2525

聖マリアンナ医科大学

ﾘｳﾏﾁ･膠原病･ｱﾚﾙｷﾞｰ内科

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111
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湘南友和会さとうクリニック

内科

所在地・連絡先
所在地
神奈川県鎌倉市台5-8-29

吉田整形外科医院

整形外科

神奈川県鎌倉市笛田1-4-3

0467-31-9127

都道府 幹事
県
機関
神奈川県

医療機関名

診療科名

原宿南クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

神奈川県相模原市緑区城山町原宿南2-13-4

042-782-3789

整形外科

神奈川県横須賀市港が丘2-21-4

046-860-0355

富永整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

神奈川県横須賀市公郷町1-55-1

046-852-7711

内科･ﾘｳﾏﾁ科･呼吸器科

神奈川県横須賀市鶴が丘2-3-2

046-822-7045

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

神奈川県横須賀市野比5-5-6

046-848-1761

神奈川県大和市下和田1331-2

046-269-2411

横須賀老人ホーム診療所
南大和病院
関水整形外科クリニック

整形外科

神奈川県大和市深見西2-3-28

046-200-2211

仁志会岡本整形外科

整形外科

神奈川県大和市中央5-6-29 第2ｿｰﾖｰﾋﾞﾙ1F

046-262-2080

白鴎医院

内科

神奈川県足柄上郡開成町牛島270

0465-82-0890

藤原整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

山梨県甲府市武田3-3-9

055-254-0511

笹本会笹本整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

山梨県甲府市古上条町446

055-243-1717

ﾘｳﾏﾁ科

山梨県甲府市和戸町679

055-222-2365

ﾘｳﾏﾁ科

山梨県笛吹市石和町市部1058

055-263-6677

○ にしおか内科クリニックRA
奈須内科
長野県

0467-43-5220

黒坂医院
○ 三輪医院

山梨県

ＴＥＬ

長野赤十字病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

長野県長野市若里5-22-1

026-226-4131

ﾘｳﾏﾁ膠原病科・整形外科

長野県長野市篠ノ井会666-1

026-292-2261

青野整形外科

整形外科

長野県長野市篠ノ井布施高田1141-1

026-293-3720

滝沢医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

長野県長野市篠ノ井布施高田677

026-293-6120

前角整形外科医院

整形外科

長野県安曇野市穂高8263-1

0263-82-1478

○ 厚生連篠ノ井総合病院

杉浦整形外科

整形外科

長野県飯田市北方2521-1

0265-25-8821

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

長野県飯田市八幡町438

0265-21-1255

厚生連佐久総合病院

ﾘｳﾏﾁ膠原病内科

長野県佐久市臼田197

0267-82-3131

○ 信州大学医学部附属病院

ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科

長野県松本市旭3-1-1

0263-37-2673

○ 抱生会丸の内病院リウマチセンター

ﾘｳﾏﾁ科

長野県松本市渚1-7-45

0263-28-3003

○ 飯田市立病院

宮澤整形外科医院

整形外科

長野県松本市新村1701-2

0263-48-5300

飯綱町立飯綱病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

長野県上水内郡飯綱町牟礼2220

026-253-2248

8

愛仁会亀田第一病院

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

所在地・連絡先
所在地
新潟県新潟市江南区西町2-5-22

厚生連豊栄病院

整形外科

新潟県新潟市北区石動1-11-1

025-386-2311

中山整形外科

整形外科

新潟県新潟市西区小針6-33-17

025-266-5413

第二内科・保健学科

新潟県新潟市中央区旭町通1-754

025-223-6161

桑名病院

整形外科

新潟県新潟市東区河渡甲140

025-273-2251

石井整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

新潟県柏崎市東長浜町3-13

0257-32-1300

積発堂富永草野病院

整形外科

新潟県三条市興野2-2-25

0256-36-8777

都道府 幹事
県
機関
新潟県

医療機関名

○ 新潟大学医歯学総合病院

診療科名

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

新潟県三条市北四日町16-19

0256-33-0027

木島整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

新潟県新発田市豊町4-1-4

0254-26-7271

ﾘｳﾏﾁ科・整形外科

新潟県新発田市本町1-2-8

0254-23-7751

新潟労災病院

整形外科

新潟県上越市東雲町1-7-12

025-543-3123

新潟県立中央病院

整形外科

新潟県上越市新南町205

025-522-7711

新潟県胎内市西本町12-1

0254-44-8800

中村整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

新潟県長岡市川崎町779-1

0258-36-7688

長岡赤十字病院

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科・内科

新潟県長岡市千秋2-297-1

0258-28-3600

新潟県立六日町病院

整形外科

新潟県南魚沼市六日町636-2

025-772-7111

鈴木医院

内科

新潟県村上市有明848

0254-66-5307

布谷整形外科医院

整形外科

富山県富山市西四十物町3-8

076-425-8288

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

富山県富山市呉羽町7187-2

076-436-1757

富山大学附属病院

整形外科・免疫･膠原病内科・和漢診療科

富山県富山市杉谷2630

076-434-7100

富山県立中央病院

和漢診療科

富山県富山市西長江2-2-78

076-424-1531

和合整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

富山県富山市布目1981-1

076-435-3333

富山県富山市八尾町福島7-42

076-454-5000

中条中央病院

○ 松野リウマチ整形外科

○ 八尾総合病院

石川県

025-382-3111

外山整形外科内科医院
○ 新潟県立リウマチセンター

富山県

ＴＥＬ

厚生連滑川病院

整形外科

富山県滑川市常盤町119

076-475-1000

吉岡整形外科

整形外科

富山県南砺市寺家新屋敷472-7

0763-22-7700

整形外科伊藤医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

富山県氷見市窪750

0766-91-0220

石川県済生会金沢病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

石川県金沢市赤土町ニ13-6

076-266-1060

ﾘｳﾏﾁ科

石川県金沢市京町20-3

076-251-6111

整形外科

石川県金沢市桜町24-30

076-224-0101

○ 石川勤労者医療協会城北病院
金沢宗広病院
○ 石川県立中央病院

腎臓内科・リウマチ科

石川県金沢市鞍月東2-1

076-237-8211

久藤総合病院

内科

石川県加賀市大聖寺永町イ17

0761-73-3312

やわたメディカルセンター

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

石川県小松市八幡イ12-7

0761-47-1212
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吉村整形外科医院

整形外科

所在地・連絡先
所在地
福井県福井市大手3-7-1 繊協ﾋﾞﾙ

整泉会安土病院

整形外科

福井県福井市中央2-7-19

0776-25-3545

都道府 幹事
県
機関
福井県

岐阜県

医療機関名

ＴＥＬ
0776-25-5855

宮﨑整形外科医院

整形外科

福井県福井市加茂河原3-8-6

0776-33-1111

林病院

ﾘｳﾏﾁ科・整形外科

福井県越前市府中1-5-7

0778-22-0336

昭生会安間整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福井県大野市月美町8-3

0779-65-1321

中瀬整形外科医院

整形外科

福井県坂井市丸岡町里丸岡1-40

0776-67-3777

独立行政法人国立病院機構福井病院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

福井県敦賀市桜ケ丘町33-1

0770-25-1600

泉ヶ丘病院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1-11

0770-22-7700

中根整形外科

整形外科

岐阜県岐阜市島田東町41-1

058-252-0220

岐阜市民病院

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県岐阜市鹿島町7-1

058-251-1101

山内ホスピタル

整形外科

岐阜県岐阜市市橋3-7-22

058-276-2131

岐阜大学医学部附属病院

整形外科

岐阜県岐阜市柳戸1-1

058-230-6000

安達整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県岐阜市芥見南山2-8-4

058-242-2232

かねまつ整形外科

整形外科

岐阜県岐阜市柳津町上佐波1-24

058-279-3588

壬秀会今井整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県岐阜市三田洞904-1

058-237-1111

○ 登豊会近石病院

整形外科

岐阜県岐阜市光町2-46

058-232-2111

長沢整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県大垣市稲葉東3-18-1

0584-92-2233

八木澤整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県各務原市各務西町3-31-1

058-370-9600

東可児病院

整形外科

岐阜県可児市広見1520

0574-63-1200

白鳳会鷲見病院

整形外科

岐阜県郡上市白鳥町白鳥2-1

0575-82-3151

うすい整形外科

整形外科

岐阜県多治見市滝呂町12-214-1

0572-43-3600

○ 美濃市立美濃病院

静岡県

診療科名

整形外科

岐阜県美濃市中央4-3

0575-33-1221

録三会太田メディカルクリニック

整形外科

岐阜県美濃加茂市太田町2825

0574-26-2220

竹田整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岐阜県安八郡神戸町北一色825

0584-27-8777

国民健康保険関ヶ原病院

整形外科

岐阜県不破郡関ｹ原町関ｹ原2490-29

0584-43-1122

ﾘｳﾏﾁ科

静岡県静岡市葵区柚木90-1

054-267-1000

三宅整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

静岡県静岡市葵区唐瀬1-2-24

054-245-5544

静岡曲金クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

静岡県静岡市駿河区曲金3-5-5

054-202-5050

紀真会服部医院

整形外科･内科・ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

静岡県熱海市網代462-2

0557-68-0050

膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科

静岡県伊豆の国市長岡1129

055-948-3111

整形外科

静岡県掛川市大渕11642-1

0537-48-6611

○ 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院

○ 順天堂大学医学部附属静岡病院
正圭会森岡リハビリ整形外科
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青木整形外科医院

整形外科

所在地・連絡先
所在地
静岡県沼津市高島町10-14 センチュリースペース沼津駅北口102

駿東整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

静岡県沼津市高沢町6-1

都道府 幹事
県
機関
静岡県

医療機関名

○ 浜松医科大学医学部附属病院

愛知県

診療科名

055-922-0521
055-922-8855

免疫･ﾘｳﾏﾁ内科

静岡県浜松市東区半田山1-20-1

053-435-2267

西坂整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

静岡県浜松市浜北区内野1220

053-585-0550

英志会渡辺病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

静岡県富士市錦町1-4-23

0545-51-3751

光風会田内内科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

静岡県三島市東本町1-16-30

055-972-2625

さとう整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

愛知県名古屋市中川区大当郎1-1304

052-304-0300

整形外科

愛知県名古屋市瑞穂区彌富町密柑山1-2

052-835-3811

正真会あさの整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

愛知県名古屋市名東区平和が丘5-40

052-777-5525

整形外科仲西医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

愛知県一宮市大和町妙興寺北浦宮地1-1

0586-43-7811

野村整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

愛知県稲沢市駅前2-28-10

0587-21-8811

宇野整形外科

整形外科

愛知県岡崎市緑丘2-7-3

0564-54-3161

伊藤整形外科

整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科･内科･皮膚科

愛知県岡崎市西大友町桃々木15-2

0564-31-7107

豊田会刈谷豊田総合病院

整形外科

愛知県刈谷市住吉町5-15

0566-21-2450

秋田病院

整形外科

愛知県知立市宝2-6-12

0566-81-2763

久野整形外科

整形外科

○ 名古屋市総合リハビリテーションセンター

宝美会総合青山病院

愛知県東海市高横須賀町家下50

0562-33-3711

愛知県豊川市小坂井町道地100-1

0533-73-3777

タキカワ整形外科クリニック

整形外科

愛知県豊橋市八町通5-14-1

0532-55-5111

独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

愛知県豊橋市飯村町字浜道上50

0532-62-0301

整友会豊橋整形外科向山クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

愛知県豊橋市向山町水車44-1

0532-66-0011

太田整形外科

整形外科

愛知県豊橋市大岩町北山351

0532-41-6800

○ 愛知医科大学病院
三重県

ＴＥＬ

ﾘｳﾏﾁ科

愛知県愛知郡長久手町岩作雁又21

0561-63-3311

神谷整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

愛知県幡豆郡一色町松木島中切8

0563-73-4030

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

内科

三重県津市大鳥町424-1

059-252-1555

内科

三重県伊勢市御薗町高向810

0596-28-2171

鈴鹿中央総合病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53

059-382-1311

オルト柴田整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

三重県松阪市垣鼻町上徳和1433

0598-29-6611

○ 山田赤十字病院

嬉野医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

三重県松阪市嬉野町1425-3

0598-42-2258

とまり整形外科

整形外科

三重県四日市市泊町2-30

059-349-5500

富田浜病院

整形外科

三重県四日市市富田浜町26-14

059-365-0023

あさけが丘診療所

整形外科

三重県四日市市あさけが丘2-1-112

059-337-3417

瀧原診療所

整形外科

三重県度会郡大紀町滝原1516-3

0598-86-3122
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整形外科

所在地・連絡先
所在地
滋賀県大津市富士見台16-1

077-537-3101

整形外科

滋賀県大津市瀬田月輪町

077-548-2252

須津整形外科

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科･ﾘｳﾏﾁ科

滋賀県草津市野村8-9-1

077-567-1671

湖光会若草診療所

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

滋賀県草津市若草5-13-1

077-564-2091

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科

滋賀県草津市追分町1243

077-569-0222

滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39

0748-62-0234

内科

滋賀県東近江市八日市上之町4-1

0748-22-2482

○ 京都大原記念病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

京都府京都市左京区大原井出町164

075-744-3121

○ 京都下鴨病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町17

075-781-1158

都道府 幹事
県
機関
滋賀県

医療機関名
社会保険滋賀病院

○ 滋賀医科大学医学部附属病院

○ 西岡リウマチ･整形外科医院

診療科名

公立甲賀病院
鳥越医院
京都府

嶋村医院

整形外科

京都府京都市左京区田中西樋ﾉ口町78

075-781-3294

辻整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

京都府京都市伏見区京町北7-1-4 京阪丹波橋西ﾋﾞﾙ2F

075-612-5122

山下医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

京都府京都市南区八条通大宮西入九条町399-28

075-691-3808

竜王会小澤病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

京都府京都市山科区御陵大津畑町43-1

075-581-6151

京都府綾部市青野町大塚20-1

0773-43-0123

京都府亀岡市突抜町44-1

0771-22-5068

綾部市立病院

大阪府

ＴＥＬ

鎌田整形外科医院

整形外科

神部整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

京都府長岡京市神足3-4-8

075-958-0270

恒陽会牧整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

京都府福知山市内記5-67-12

0773-23-4881

大阪市立大学医学部附属病院

整形外科

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

06-6645-3851

白崎整形外科内科

整形外科

大阪府大阪市生野区新今里1-18-22

06-6751-7028

河野医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

大阪府大阪市北区天神橋3-1-10

06-6351-3829

蘭畦会わだ整形外科

整形外科

大阪府大阪市住之江区粉浜西1-1-16 ﾊﾟｰﾙｽｸｴｱ3F

06-6675-4008

坂本整形外科

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ﾋﾞﾙ16F

06-6266-0666

コープおおさか病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-22

06-6914-1100

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30

06-6774-5111

○ 大阪赤十字病院
愛仁会千船病院

整形外科

大阪府大阪市西淀川区佃2-2-45

06-6471-9541

青洲会診療所

ﾘｳﾏﾁ科

大阪府大阪市東住吉区杭全1-4-20

06-6713-9592

やながクリニック

整形外科

大阪府大阪市港区三先2-13-29 弥永ﾋﾞﾙ1F

06-6577-4650

大阪回生病院

整形外科

大阪府大阪市淀川区宮原1-6-10

06-6393-6234

聖愛会聖愛クリニック

ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

大阪府泉佐野市大西1-12-1

072-462-0550

整形外科

大阪府茨木市見付山2-1-45

072-622-8651

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科

大阪府茨木市沢良宜西1-13-22

072-630-2600

○ 大阪府済生会茨木病院
髙島整形外科
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都道府 幹事
県
機関
大阪府

医療機関名

○ 近畿大学医学部附属病院
○ 近畿大学医学部附属病院

兵庫県

診療科名
腎臓膠原病内科

所在地・連絡先
所在地
大阪府大阪狭山市大野東377-2

072-366-0221

ＴＥＬ

整形外科

大阪府大阪狭山市大野東377-2

072-366-0221

前谷クリニック

整形外科

大阪府交野市星田5-23-1

072-895-2990

久保整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘ科･麻酔科

大阪府堺市北区中長尾町2丁1-21

072-258-3565

辻本クリニック

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科

大阪府堺市堺区向陵西町4丁7-34 ｼﾞｮｲﾝﾄﾊｳｽ三国ｹ丘1F

072-224-0085

オサダ整形外科クリニック

整形外科

大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁112

072-265-5516

澤田整形外科医院

整形外科

大阪府堺市南区竹城台3丁3-5

072-297-2277

やまぐちクリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

大阪府大東市浜町2-8

072-889-7780

藤村医院

ﾘｳﾏﾁ科

大阪府高槻市春日町5-10

072-674-2518

菱谷医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

大阪府豊中市上野坂1-6-1

06-6853-0551

友仁会浅井整形外科

整形外科

大阪府寝屋川市豊野町3-2 田辺ﾋﾞﾙ 1･2F

072-823-1415

ますだ整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

大阪府羽曳野市白鳥2-16-29 H&Kビル1F

072-957-6815

佐々木整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

大阪府東大阪市四条町1-14 ﾌォｰﾁｭﾝｺｰﾄ2F

072-986-8288

誠和会浅田整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

大阪府枚方市藤田町3-47-101

072-846-4111

渡辺整形外科

整形外科

大阪府枚方市牧野下島町1-13-1 牧野グランドビル山本

072-866-1299

須藤医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

大阪府枚方市田口1-46-6

072-848-5690

ガラシア病院

整形外科

大阪府箕面市粟生間谷西6-14-1

072-729-2345

治友会右近整形外科クリニック

整形外科

大阪府八尾市安中町3-2-40

072-994-3666

清本整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県神戸市須磨区天神町4-4-35

078-732-1213

やまだ整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県神戸市中央区宮本通7-3-5 ｻﾝ宮本ﾊｲﾂ１F

078-262-6780

石田整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県神戸市中央区日暮通6-4-15

078-242-2759

神戸海星病院

整形外科

兵庫県神戸市灘区篠原北町3-11-15

078-871-5201

岡田整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県神戸市灘区大石北町7-22

078-871-0215

橋本整形外科リウマチクリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県神戸市西区小山3-7-3 山幸ビル2F

078-929-8251

赤松クリニック

整形外科

兵庫県神戸市東灘区田中町3-8-15

078-451-6111

北整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県明石市大蔵谷狩口165-5 朝霧KMﾋﾞﾙ３F

078-913-5510

阪田整形外科リハビリクリニック

整形外科

兵庫県明石市西新町1-21-13

078-926-1118

藤崎整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県芦屋市船戸町2-1-206

0797-38-0107

永伸会吉良整形外科医院

整形外科

兵庫県尼崎市杭瀬北新町1-10-2

06-6481-3073

整形外科

兵庫県尼崎市東大物町1-1-1

06-6482-1521

大澤整形外科クリニック

整形外科

兵庫県尼崎市塚口町4-40-3

06-6421-3118

あづま整形外科リウマチ科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県尼崎市潮江1-29-10

06-6495-1120

○ 兵庫県立尼崎病院
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整形外科

所在地・連絡先
所在地
兵庫県小野市黒川町14-3

0794-63-1080

ﾘｳﾏﾁ膠原病ｾﾝﾀｰ

兵庫県加古川市神野町西条1545-1

079-438-0621

仙齢会はりま病院

内科

兵庫県加古川市尾上町長田525

079-423-2123

松本会松本病院

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科

兵庫県加古川市加古川町粟津232-1

079-424-0333

坂田整形外科リハビリテーション

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県加古川市平岡町中野484-1

079-430-2780

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科

兵庫県加東市藤田東山944-25

0795-42-8851

吉岡整形外科・リウマチ科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県川西市中央町18-21

072-758-5655

市立川西病院

整形外科

兵庫県川西市東畦野5-21-1

072-794-2321

兵庫医科大学篠山病院

整形外科

兵庫県篠山市山内町75

079-552-1181

○ 三田市民病院

整形外科

兵庫県三田市けやき台3-1-1

079-565-8000

○ 鈴木整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県洲本市納231

0799-24-3533

中村整形外科

整形外科

兵庫県高砂市北浜町西浜1208-75

079-254-5533

堀整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県たつの市神岡町上横内379-3

0791-65-1555

公立豊岡病院

ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県豊岡市戸牧1094

0796-22-6111

つゆぐち整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県西宮市羽衣町5-23

0798-23-1100

都道府 幹事
県
機関
兵庫県

医療機関名
北野整形外科

○ 甲南会甲南加古川病院

○ 松原メイフラワー病院

診療科名

横山整形外科

整形外科

兵庫県西宮市甲東園1-2-35

0798-57-0800

高明会西宮渡辺病院

整形外科

兵庫県西宮市室川町10-22

0798-74-2630

兵庫県姫路市西今宿2-9-50

079-298-1731

ひまわり会八家病院

奈良県
和歌山県

ＴＥＬ

空地内科院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

兵庫県姫路市呉服町8 空地ﾋﾞﾙ5F

079-223-3877

三輪整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県姫路市北条口3-77

079-222-1881

姫路田中病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県姫路市書写717

079-267-2020

神野病院

整形外科

兵庫県姫路市飾磨区玉地1-1

079-235-5501

段医院

整形外科

兵庫県姫路市林田町林田20

079-261-2006

夢愛クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

兵庫県三木市志染町西自由が丘1-840 サンテラス志染1Ｆ

0794-84-3739

石崎整形外科

整形外科

奈良県生駒郡斑鳩町興留5-10-28

0745-75-5258

○ 奈良社会保険病院

整形外科

奈良県大和郡山市朝日町1-62

0743-53-1111

小川内科リウマチ科

内科・ﾘｳﾏﾁ科

和歌山県和歌山市元博労町20

073-433-9488

ほしの整形外科

整形外科

和歌山県和歌山市園部1413

073-462-6511

和歌山県和歌山市紀三井寺811-1

073-447-2300

○ 和歌山県立医科大学附属病院
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鳥取県立厚生病院

整形外科

所在地・連絡先
所在地
鳥取県倉吉市東昭和町150

やまがた整形外科クリニック

整形外科

鳥取県米子市上福原1455-22

0859-37-3700

池原整形外科医院

整形外科・リウマチ科

鳥取県米子市日原804-2

0859-26-1155

瀧田整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

鳥取県米子市角盤町4-145-1

0859-32-9121

○ 鳥取大学医学部附属病院

整形外科

鳥取県米子市西町36-1

0859-38-6587

○ 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科・内科

鳥取県東伯郡三朝町山田690

0858-43-1321

○ 玉造厚生年金病院

整形外科・リウマチ科

島根県松江市玉湯町湯町1-2

0852-62-1560

出雲整形外科クリニック

整形外科

島根県出雲市渡橋町1140-1

0853-23-6100

時岡内科循環器科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

岡山県岡山市北区蕃山町8-13

086-223-2657

都道府 幹事
県
機関
鳥取県

島根県
岡山県

医療機関名

○ 岡山大学医学部・歯学部附属病院

広島県

診療科名

ＴＥＬ
0858-22-8181

腎臓･糖尿病･内分泌内科

岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

086-223-7151

同仁会金光病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

岡山県浅口市金光町占見新田740

0865-42-3211

みわ記念病院

内科

岡山県浅口市金光町佐方80-1

0865-42-5000

笠岡第一病院

整形外科

岡山県笠岡市横島1945

0865-67-0211

川崎医科大学附属病院

腎臓内科

岡山県倉敷市松島577

086-462-1111

倉敷成人病センター

ﾘｳﾏﾁ膠原病ｾﾝﾀｰ・整形外科

岡山県倉敷市白楽250

086-422-2111

和楽会野上内科医院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

岡山県倉敷市児島味野6-1-10

086-473-3356

和香会倉敷廣済病院

内科

岡山県倉敷市東塚5-4-16

086-455-5111

藤原整形外科医院

整形外科

岡山県瀬戸内市邑久町山田庄75-1

0869-24-0777

藤井整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

岡山県総社市中央2-18-10

0866-92-1195

高梁整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岡山県高梁市本町11-1

0866-22-1531

備前市立日生病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

岡山県備前市日生町寒河2570-41

0869-72-1111

杉江医院

内科

岡山県真庭市下方583-1

0867-52-3456

原田リハビリ整形外科

整形外科

広島県広島市安佐南区東野2-21-20

082-870-5555

広島県広島市安佐南区相田1-10-21

082-878-5111

舟木病院
原田整形外科病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

広島県広島市安佐南区上安2-15-27

082-878-1125

福原ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ整形外科・内科医院

整形外科

広島県広島市佐伯区海老園2-9-22

082-925-0555

広島県広島市中区基町7-33

082-221-2291

○ 広島市立広島市民病院
大田クリニック整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

広島三菱病院
県立広島病院

整形外科

広島県広島市中区富士見町4-27

082-242-1255

広島県広島市西区観音新町4-6-20

082-291-2101

広島県広島市南区宇品神田1-5-54

082-254-1818
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住元整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

所在地・連絡先
所在地
広島県尾道市栗原西2-9-6

都道府 幹事
県
機関
広島県

医療機関名

ＴＥＬ
0848-22-3800

むつかど内科呼吸器科

内科･呼吸器科･ﾘｳﾏﾁ科・循環器科

広島県廿日市市阿品3-1-6 ナタリーもみじビル4Ｆ

0829-36-2100

東広島記念病院広島リウマチ・膠原病センター

ﾘｳﾏﾁ科･内科

広島県東広島市西条町吉行2214

082-423-6661

西条中央病院

ﾘｳﾏﾁ科

広島県東広島市西条昭和町12-40

082-423-3050

整形外科

広島県東広島市西条町田口295-3

082-425-1455

板崎外科・整形外科

整形外科

広島県福山市港町2-5-25

084-923-1076

丘病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

山口県山口市中河原町2-14

083-925-1100

○ 広島県立障害者リハビリテーションセンター
山口県

診療科名

小郡第一総合病院

整形外科

山口県山口市小郡下郷862-3

083-972-0333

大谷整形外科

整形外科

山口県岩国市麻里布町3-1-25

0827-24-4970

ﾘｳﾏﾁ科

山口県宇部市島3-8-13

0836-32-5088

松野整形外科

整形外科

山口県下松市藤光町2-13-24

0833-41-3123

信愛会瀬戸病院

整形外科

山口県山陽小野田市稲荷町11-20

0836-83-2292

喜多整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

山口県下関市豊前田町2-1-8

0832-22-1738

時任整形外科リウマチ科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

山口県下関市長府南之町5-6

0832-46-0575

三鳩会吉田整形外科

整形外科

山口県防府市上天神町3-8

0835-22-0021

米沢記念桑陽病院

整形外科

山口県防府市車塚町3-20

0835-23-1781

山口県防府市お茶屋町3-27

0835-22-1110

山口県防府市新田1-7-1

0835-25-1060

○ ふくたクリニック

神徳会三田尻病院
○ 防府整形･リウマチクリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科
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いわせ整形外科

整形外科

所在地・連絡先
所在地
徳島県徳島市南出来島町1-30

中洲八木病院

整形外科

徳島県徳島市中洲町1-31

都道府 幹事
県
機関
徳島県

医療機関名

○ 美摩病院吉野川リウマチセンター

香川県

088-652-6211
088-625-3535

ﾘｳﾏﾁ科(整形外科)

徳島県吉野川市鴨島町上下島497

0883-24-2957

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

徳島県板野郡板野町下庄栖養22-1

088-672-0571

有誠会手束病院

整形外科

徳島県名西郡石井町石井字石井434

088-674-0024

社会保険栗林病院

整形外科

香川県高松市栗林町3-5-9

087-862-3171

博仁会キナシ大林病院

内科

香川県高松市鬼無町藤井435-1

087-881-3631

内科

香川県さぬき市寒川町石田東甲387-1

0879-43-2521

くすはら整形外科・外科医院

整形外科

香川県丸亀市綾歌町岡田東2269-7

0877-86-2340

大山内科医院

内科

香川県仲多度郡まんのう町吉野1572-1

0877-79-3311

ﾘｳﾏﾁ科･内科

愛媛県松山市一番町1-10-8 一番町共同ﾋﾞﾙ2F

089-998-2233

整形外科

愛媛県松山市喜与町1-7-1

089-936-2461

愛媛県松山市文京町１

089-924-1111

○ 一番町リウマチクリニック
ＮＴＴ西日本松山病院
○ 松山赤十字病院
上甲整形外科

整形外科

愛媛県松山市福音寺町26-1

089-975-3151

田窪リウマチ・整形外科

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

愛媛県松山市枝松1-9-38

089-986-7000

宇和島社会保険病院

整形外科

愛媛県宇和島市賀古町2-1-37

0895-22-5616

共生会井上整形外科クリニック

整形外科

愛媛県四国中央市金生町山田井1223

0896-58-8700

整形外科

愛媛県東温市志津川29

089-960-5343

仁栄会島津病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

高知県高知市比島町4-6-22

088-823-2285

かわむらクリニック整形外科

整形外科

高知県高知市杉井流5

088-885-3700

森田整形外科

整形外科

高知県高知市薊野西町3-35-27

088-845-8891

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

高知県四万十市中村大橋通6-7-5

0880-34-5005

第二内科

高知県南国市岡豊町小蓮185-1

088-866-5811

○ 愛媛大学医学部附属病院
高知県

ＴＥＬ

新野医院

○ さぬき市民病院

愛媛県

診療科名

元湧会吉井病院
○ 高知大学医学部附属病院
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都道府 幹事
県
機関
福岡県

医療機関名

○ 近藤ﾘｳﾏﾁ･整形外科クリニック

診療科名
ﾘｳﾏﾁ科

所在地・連絡先
所在地
福岡県福岡市中央区天神3-10-11 天神五十君ﾋﾞﾙ2F

ＴＥＬ
092-762-2380

福岡逓信病院

内科

福岡県福岡市中央区薬院2-6-11

092-741-0300

福岡リハビリテーション病院

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福岡県福岡市西区野方7-770

092-812-1555

たかの整形外科クリニック

整形外科

福岡県福岡市博多区諸岡1-23-20

092-586-0333

九州大学病院

整形外科

福岡県福岡市東区馬出3-1-1

092-642-5487

福香会おくだクリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

福岡県福岡市東区千早2-4-18

092-661-9555

竹本整形外科･眼科クリニック

整形外科

福岡県福岡市南区井尻3-13-14

092-582-8858

ユニタ整形外科･形成外科クリニック

整形外科･形成外科

福岡県福岡市南区老司1-27-12

092-564-6001

独立行政法人国立病院機構福岡病院

ﾘｳﾏﾁ科

福岡県福岡市南区屋形原4-39-1

092-565-5534

松田整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

福岡県福岡市南区花畑1-45-34

092-554-6001

公立学校共済組合九州中央病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

福岡県福岡市南区塩原3-23-1

092-541-4936

済生会福岡第二病院

リウマチ科・内科

福岡県飯塚市太郎丸265

0948-22-3740

田中整形外科クリニック

整形外科

福岡県糸島市前原駅南2-21-18 タナカメディカルビル1Ｆ

092-323-5800

和田整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福岡県春日市泉2-14

092-591-0511

桑野整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘ科･ｱﾚﾙｰｷﾞｰ科

福岡県春日市桜ヶ丘2-15

092-571-3361

桜会さくら整形外科リハビリテーション医院

整形外科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

九州労災病院

福岡県北九州市小倉南区朽網西1-17-13

093-472-8000

福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-3-1

093-471-1121

九州労災病院門司メディカルセンター

整形外科

福岡県北九州市門司区東港町3-1

093-331-3461

岩田整形外科医院

整形外科

福岡県北九州市小倉北区熊本4-3-29

093-941-6875

九州厚生年金病院

整形外科

福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

093-641-5111

膠原病ﾘｳﾏﾁ内科

福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

093-603-1611

東筑病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

福岡県北九州市八幡西区八枝1-7-20

093-603-0111

○ 産業医科大学
山田整形外科医院

整形外科

福岡県久留米市中央町11-12

0942-39-2020

松浦整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福岡県久留米市上津1-16-32

0942-22-2300

宮﨑整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福岡県久留米市田主丸町殖木延命240-1

0943-72-1000

福岡県久留米市田主丸町益生田892

0943-72-2460

田主丸中央病院
柳整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

福岡県中間市中央5-2-10

093-243-3380

中村整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

福岡県中間市長津2-16-47

093-245-0231

森整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘ科･麻酔科

福岡県みやま市瀬高町下庄590

0944-63-2040

福岡県宗像市田熊5-5-3

0940-37-1188

溝上整形外科

整形外科

福岡県柳川市大和町塩塚643-1

0944-76-1234

樋口整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･漢方

福岡県八女市大島18-1

0943-23-2765

しらかわ医院

内科･胃腸科･ﾘｳﾏﾁ科･小児科･ｱﾚﾙｷﾞｰ科

福岡県行橋市北泉2-4-3

0930-26-1103

加藤整形外科クリニック

整形外科

福岡県鞍手郡小竹町勝野3474-1

0949-62-7700

○ 宗像医師会病院
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都道府 幹事
県
機関
佐賀県

医療機関名
整形外科

佐賀県佐賀市松原1-2-6

0952-29-0311

信愛整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

佐賀県佐賀市川原町4-8

0952-22-1001

佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬124

0952-31-7771

佐賀県佐賀市鍋島5-1-1

0952-31-6511

佐賀県佐賀市八幡小路5-15

0952-26-6258

佐賀県小城市三日月町久米899

0952-72-5155

佐賀県小城市牛津町上砥川174-8

0952-51-5611

敬愛会佐賀記念病院
膠原病･ﾘｳﾏﾁ内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

中央クリニック
坂田整形外科

整形外科

友和会鶴田運動機能回復クリニック

熊本県

ＴＥＬ

聖医会藤川病院

○ 佐賀大学医学部附属病院

長崎県

所在地・連絡先
所在地

診療科名

友和会鶴田整形外科

整形外科

佐賀県小城市牛津町勝1241-6

0952-66-4114

篠田整形外科

整形外科

佐賀県武雄市朝日町甘久206-3

0954-23-6000

まごころ医療館

整形外科

佐賀県鳥栖市蔵上2-210

0942-87-5002

有田共立病院

内科

佐賀県西松浦郡有田町立部乙2485-3

0955-46-2121

ながさき内科・リウマチ科病院

ﾘｳﾏﾁ科

長崎県長崎市油屋町1-21

095-822-3151

○ 尚整会菅整形外科病院

ﾘｳﾏﾁ科・内科・整形外科

長崎県諫早市小野町332

0957-23-2388

○ 慧明会貞松病院

整形外科・ﾘｳﾏﾁ科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

長崎県大村市東本町537

0957-54-1161

富村整形外科医院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

長崎県佐世保市相浦町256

0956-47-6840

かたおか整形外科・リウマチ科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市城山下代3-1-6

096-329-2222

ﾘｳﾏﾁ科･整形外科

熊本県熊本市山室6-8-1

096-345-8111

南熊本病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市南熊本3-7-27

096-366-1268

松下会あけぼのクリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市白藤5-1-1

096-358-7211

たつだ整形外科

整形外科

熊本県熊本市龍田1-16-7

096-249-4777

熊本赤十字病院

整形外科

熊本県熊本市長嶺南2-1-1

096-384-2111

熊本市立熊本市民病院

整形外科・リウマチ科

熊本県熊本市湖東1-1-60

096-365-1711

比企病院

整形外科

熊本県熊本市尾ノ上3-1-34

096-381-5151

星輝会松原リウマチ科整形外科

ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市月出5-3-15

096-214-0551

九州記念病院

ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市水前寺公園3-38

096-383-2121

石川整形外科リウマチ科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市田井島2-3-47

096-379-6800

熊本整形外科病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

熊本県熊本市九品寺1-15-7

096-366-3666

国立病院機構熊本医療センター

整形外科

熊本県熊本市二の丸1-5

096-353-6501

菊陽台病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

熊本県菊池郡菊陽町久保田2984

096-232-1191

○ 寿量会熊本機能病院
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都道府 幹事
県
機関
大分県

医療機関名
整形外科

大分県宇佐市山本1658

0978-33-5527

児玉病院

内科･ﾘｳﾏﾁ科

大分県別府市亀川四の湯町5-19

0977-67-1611

たにぐち内科クリニック

内科･ﾘｳﾏﾁ科

大分県別府市東荘園1-1-1 リバーサイドハイツ荘園1Ｆ

0977-21-7373

九州大学病院別府先進医療センター

免疫･血液･代謝内科

大分県別府市鶴見原4546

0977-27-1600

諌山整形外科医院

整形外科

大分県別府市南荘園町20組

0977-23-1380

整形外科・膠原病内科

大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1

097-549-4411

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

宮崎県宮崎市松橋2-2-13

0985-32-0771

ﾘｳﾏﾁ科

宮崎県宮崎市塩路2783-37

0985-39-7630

ふくだ整形外科

整形外科

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂14983-1

0985-30-5100

友光会フレンドクリニック

整形外科

宮崎県小林市細野134-15

0984-22-3132

東陽会整形外科前原病院

整形外科

宮崎県小林市細野2033

0984-23-1711

暁星会三財病院

整形外科

宮崎県西都市下三財3378

0983-44-5221

髙見整形外科クリニック

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

宮崎県延岡市大貫町2-969-1

0982-28-2828

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

宮崎県都城市祝吉町5033-1

0986-23-4111

三成会藤善整形外科

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

鹿児島県鹿児島市田上8-1-3

099-281-0002

泉原リウマチ・内科クリニック

ﾘｳﾏﾁ科･内科

鹿児島県鹿児島市真砂本町26-3

099-206-7126

ﾘｳﾏﾁ膠原病ｾﾝﾀｰ ﾘｳﾏﾁ科・整形外科

鹿児島県鹿児島市平川町2545

099-261-2111

吉玉リウマチ・内科クリニック

ﾘｳﾏﾁ科・内科

鹿児島県霧島市隼人町見次637-1

0995-42-2755

椎原会有馬病院

整形外科

鹿児島県南さつま市加世田地頭所570

0993-52-2367

七徳会大井病院

整形外科･ﾘｳﾏﾁ科

鹿児島県姶良郡加治木町本町141

0995-63-2291

馨和会いづはら医院

整形外科

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊7

0997-72-3307

まつばし川野整形外科
○ 善仁会市民の森病院

○ 独立行政法人国立病院機構都城病院
鹿児島県

○ 鹿児島赤十字病院

坂元内科クリニック
沖縄県

ＴＥＬ

宇佐リハビリ診療所

○ 大分大学医学部附属病院
宮崎県

所在地・連絡先
所在地

診療科名

○ 清心会徳山クリニック

内科・リウマチ科

鹿児島県曽於郡大崎町永吉8299-1

0994-71-7055

内科

沖縄県浦添市牧港2-46-12 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ牧港1・2Ｆ

098-942-1001

