
※令和2年4月13日現在

※「種別」欄はふじのくにねっと管理上の区別です

医療機関名 所在地 種別

1 開示 磐田市立総合病院 磐田市大久保512-3 病院

2 開示 市立御前崎総合病院 御前崎市池新田2060番地 病院

3 開示 中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ池1-1 病院

4 開示 伊豆今井浜病院 賀茂郡河津町見高178番地 病院

5 開示 菊川市立総合病院 菊川市東横地1632 病院

6 開示
医療法人社団　アール・アンド・オー
（静清リハビリテーション病院、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、
　駿府の杜クリニック、介護老人保健施設エスコートタウン静清）

静岡市葵区春日2-12-25 病院

7 開示 静岡県立こころの医療センター 静岡市葵区与一4丁目1番1号 病院

8 開示 静岡県立こども病院 静岡市葵区漆山860番地 病院

9 開示 静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町10番93号 病院

10 開示 静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東4-27-1 病院

11 開示 静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿1-1-1 病院

12 開示 市立島田市民病院 島田市野田1200-5 病院

13 開示 下田メディカルセンター 下田市6丁目4-10 病院

14 開示 公立森町病院 周智郡森町草ヶ谷391-1 病院

15 開示 川根本町いやしの里診療所 榛原郡川根本町東藤川864-1 診療所

16 開示 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台4-1-11 病院

17 開示 富士市立中央病院 富士市高島町50番地 病院

18 開示 榛原総合病院 牧之原市細江2887番地1 病院

19 開示 焼津市立総合病院 焼津市道原1000 病院

20 参照 医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタル 磐田市大原2042-4 病院

21 参照 うちやま呼吸器アレルギークリニック 磐田市大久保544-3 診療所

22 参照 豊田えいせい病院 磐田市小立野102 病院

23 参照 和田整形外科・外科医院 磐田市富士見町1-11-13 診療所

24 参照 おまえざき痛みのクリニック 御前崎市池新田2446-1 診療所

25 参照 家代の里クリニック 掛川市家代の里2-1-1 診療所

26 参照 おの耳鼻咽喉科 掛川市宮脇2-11-8 診療所

27 参照 掛川共立クリニック 掛川市矢崎町2-3 診療所

28 参照 掛川東病院 掛川市杉谷南1-1-1 病院

29 参照 桜井医院 菊川市堀之内1453 診療所

30 参照 森クリニック 菊川市加茂3261 診療所

31 参照 ＪＡ静岡厚生連　静岡厚生病院 静岡市葵区北番町23 病院

32 参照 あおば薬局　中央店 静岡市葵区呉服町1-1-14　圭田ビル1Ｆ 薬局

33 参照 青山医院 静岡市葵区北1丁目10-18 診療所

34 参照 秋田内科・呼吸器内科 静岡市葵区籠上12-41 診療所

35 参照 エムハート薬局　大岩店 静岡市葵区大岩町 4-14 薬局

36 参照 エルダーあさひ薬局 静岡市葵区籠上13-17 薬局

37 参照 小澤内科胃腸科 静岡市葵区瀬名川1-29-32 診療所

38 参照 かげやま医院 静岡市葵区相生町9-5 診療所

39 参照 金英幸内科・消化器科クリニック 静岡市葵区北安東3-20-18 診療所

40 参照 グリーン薬局 静岡市葵区千代田7-6-39 薬局
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41 参照 三枝クリニック・肛門科 静岡市葵区栄町1-1 診療所

42 参照 さいわい薬局 静岡市葵区幸町30-6 薬局

43 参照 佐々木ハートクリニック 静岡市葵区南瀬名町26-39 診療所

44 参照 静岡医師会健診センター 静岡市葵区呉服町1丁目20番地　呉服町タワー2階 診療所

45 参照 小児科内科杉山医院 静岡市葵区瀬名川2-23-21 診療所

46 参照 城北共立クリニック 静岡市葵区城北111-1 診療所

47 参照 菅野医院分院 静岡市葵区瀬名1-7-3 診療所

48 参照 鈴木内科医院 静岡市葵区安部口新田526-3 診療所

49 参照 すずらん薬局　瀬名中央店 静岡市葵区瀬名川1-29-34 薬局

50 参照 田中消化器科クリニック 静岡市葵区音羽町8-3 診療所

51 参照 たまち薬局 静岡市葵区田町5-21-1 薬局

52 参照 とうかい薬局二号店 静岡市葵区上足洗4-1-5 薬局

53 参照 ときわ公園クリニック 静岡市葵区常盤町3-6-14 診療所

54 参照 内科・循環器内科　鏑木医院 静岡市葵区岳美15-50 診療所

55 参照 内科　杉山医院 静岡市葵区水道町10-5 診療所

56 参照 袴田外科医院 静岡市葵区籠上13-20 診療所

57 参照 服部クリニック 静岡市葵区羽鳥5-7-30 診療所

58 参照 平野医院 静岡市葵区昭和町5番地の5 診療所

59 参照 ふるかわ北安東クリニック 静岡市葵区北安東4-5-32 診療所

60 参照 古庄からきや薬局ヘルシーパーク 静岡市葵区古庄3丁目2番58号 薬局

61 参照 訪問看護ステーションしずおか 静岡市葵区城内町1-1 訪看

62 参照 訪問看護ステーションマザー 静岡市葵区赤松8-16 訪看

63 参照 ほりい薬局 静岡市葵区南瀬名町27-7 薬局

64 参照 松成内科クリニック 静岡市葵区大岩本町7-1 診療所

65 参照 まはえクリニック 静岡市葵区山崎2-3-11 診療所

66 参照 みどりのふきたクリニック 静岡市葵区大岩町4番23号 診療所

67 参照 八木循環器内科 静岡市葵区竜南3-11-8 診療所

68 参照 薬局メディスン　静岡本店 静岡市葵区北安東4-25-1　松田ビル 薬局

69 参照 山本内科医院 静岡市葵区川合3-13-11 診療所

70 参照 有限会社　石川薬局 静岡市葵区七間町3-5　石川ビル1Ｆ 薬局

71 参照 (有)やまうち薬局相生町店 静岡市葵区相生町8-7 薬局

72 参照 ゆずの木町内科・循環器科 静岡市葵区柚木町2 診療所

73 参照 JA静岡厚生連　清水厚生病院 静岡市清水区庵原町578-1 病院

74 参照 青木内科医院 静岡市清水区興津清見寺町143-17 診療所

75 参照 青木内科クリニック 静岡市清水区興津中町99-2 診療所

76 参照 浅野医院 静岡市清水区木の下町99 診療所

77 参照 アザレア薬局 静岡市清水区中之郷1-7-4 薬局

78 参照 磯貝医院 静岡市清水区草薙1-15-23 診療所

79 参照 庵原薬局 静岡市清水区原56-6 薬局

80 参照 おおぬき内科クリニック 静岡市清水区押切2002-1 診療所
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81 参照 阪部循環器内科・内科・婦人科クリニック 静岡市清水区駒越西1-2-62 診療所

82 参照 さくらんぼ訪問看護ステーション 静岡市清水区駒越中1-17-18 訪看

83 参照 しぶかわ内科クリニック 静岡市清水区渋川3-10-17 診療所

84 参照 清水調剤薬局　桜ヶ丘店 静岡市清水区桜が丘町8-3 薬局

85 参照 眞内科クリニック 静岡市清水区入江南町9-24 診療所

86 参照 宗内科医院 静岡市清水区草薙139 診療所

87 参照 滝戸医院 静岡市清水区村松原1-2-5 診療所

88 参照 竹内医院（巴町） 静岡市清水区巴町2-5 診療所

89 参照 つつじ堂薬局二番館 静岡市清水区草薙1-14-6 薬局

90 参照 東海道薬局 静岡市清水区興津清見寺町143-18 薬局

91 参照 中之郷クリニック 静岡市清水区中之郷1丁目1-16 診療所

92 参照 福地外科循環器科医院 静岡市清水区七ツ新屋2-4-15 診療所

93 参照 訪問看護ステーション清水 静岡市清水区春日1-2-12　春日マンション1階 訪看

94 参照 訪問看護ステーション駿河 静岡市清水区入江2-2-23-2 訪看

95 参照 訪問看護ステーションほたるしずおか 静岡市清水区中之郷1丁目1-18 訪看

96 参照 三上医院 静岡市清水区原56-12 診療所

97 参照 宮地医院 静岡市清水区下野西7-7 診療所

98 参照 向井内科循環器科クリニック 静岡市清水区草薙1-10-12 診療所

99 参照 吉永医院 静岡市清水区江尻東1-1-38 診療所

100 参照 渡辺内科医院 静岡市清水区上清水町11-18 診療所

101 参照 小鹿病院 静岡市駿河区小鹿1633-1 病院

102 参照 静岡済生会訪問看護ステーションおしか 静岡市駿河区小鹿1-1-1 訪看

103 参照 聖隷健康サポートセンターShizuoka 静岡市駿河区曲金6-8-5-2 診療所

104 参照 わかくさ薬局東静岡店 静岡市駿河区曲金6-10-14 薬局

105 参照 静岡共立クリニック 静岡市駿河区曲金4-1-25 診療所

106 参照 白萩病院 静岡市駿河区西大谷16-1 病院

107 参照 高野橋医院 静岡市駿河区北丸子2-5-10 診療所

108 参照 東新田福地診療院 静岡市駿河区東新田5-16-10 診療所

109 参照 SBS静岡健康増進センター 静岡市駿河区登呂3-1-1 診療所

110 参照 薬局メディスン　中田店 静岡市駿河区中田2-3-20 薬局

111 参照 静岡ホームクリニック 静岡市駿河区中田4-6-1 診療所

112 参照 ふかさわ消化器科・内科 静岡市駿河区中原502-2 診療所

113 参照 みずほ腎クリニック 静岡市駿河区みずほ2-18-1 診療所

114 参照 薬局メディスン　高松店 静岡市駿河区宮竹1-4-5 薬局

115 参照 水野医院 島田市大柳南105 診療所

116 参照 金谷平成クリニック 島田市島534-1 診療所

117 参照 森町家庭医療クリニック 周智郡町草ｹ谷387-1 診療所

118 参照 成効堂薬局 榛原郡川根本町千頭989 薬局

119 参照 まつおか薬局 榛原郡川根本町徳山829 薬局

120 参照 医療法人社団八洲会袋井みつかわ病院 袋井市友永1111 病院
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121 参照 志村内科医院 袋井市久能1973-3 診療所

122 参照 森下整形外科 袋井市下山梨2-14-8 診療所

123 参照 秋山医院 藤枝市本町3-2-24 診療所

124 参照 五十嵐医院 藤枝市瀬戸新屋258-1 診療所

125 参照 聖稜リハビリテーション病院 藤枝市宮原676-1 病院

126 参照 誠和藤枝病院 藤枝市中ノ合26番地の1 病院

127 参照 いそえ脳神経外科クリニック 富士市松富町51-1 診療所

128 参照 共立蒲原総合病院 富士市中之郷2500番地の1 病院

129 参照 小松クリニック 富士市伝法1989-66 診療所

130 参照 たなかメディカルスクエア 富士市津田町183 診療所

131 参照 富士整形外科病院 富士市錦町1-4-23 病院

132 参照 みやかわ内科外科クリニック 富士市広見本町2-40 診療所

133 参照 富士宮ごとう眼科 富士宮市西野28-16 診療所

134 参照 介護老人保健施設あじさい 牧之原市細江3208-1 介護施設

135 参照 天野医院 焼津市石津7番地 診療所

136 参照 岡本石井病院 焼津市小川新町5-2-3 病院

137 参照 小長谷内科・消化器科医院 焼津市栄町6-4-30 診療所

138 参照 シーガル薬局 焼津市保福島1072-5 薬局

139 参照 有限会社　ハロー薬局 焼津市栄町6丁目3-13 薬局


