平成30年度「小児健康診査」 医療機関一覧
地域別

県
北
地
域

医療機関名

住 所

郵便番号

いがらしキッズクリニック
960-8053
いずみよいこクリニック
960-8253
いそめこどもクリニック
（※受診期間は７月から１０月まで）
960-8165
医療法人 いちかわクリニック
960-0112
すえなが内科小児科医院
（※受診期間は７月から８月まで）
960-0241
医療法人社団真子会 すやま小児科
960-8012
もり皮膚科小児科医院
960-1101
おひさま子供クリニック
（※受診期間は７月から１０月まで）
960-1101
医療生協 わたり病院
960-8141
きらり健康生活協同組合 とやのクリニック
960-8152
大原こどもクリニック
960-8116
一般財団法人 大原記念財団 大原綜合病院
960-8611
竹内こどもクリニック
（※受診期間は７月から１０月まで）
960-8072
小関小児科医院
960-8033
都小児科医院
960-8071
岡こどもクリニック
960-8254
福島赤十字病院
960-8530
島田小児科医院
960-0111
かさい小児科クリニック
（※受診期間は７月から９月まで）
969-1404
追加 医療法人森小児科医院
（※受診期間は9月から12月 要予約）
964-0904
追加 医療法人クラプトン佐久間内科小児科医院 （※受診期間は8月から12月 要予約） 964-0917
追加 土川内科小児科
（※受診期間は8月から12月 要予約）
964-0875
こばやし子ども・内科クリニック
960-0744
石川小児科内科クリニック
（※受診期間は７月から１０月まで）
960-0635
医療法人 武田小児科
960-0601
医療法人 慈久会 谷病院
969-1131
公立藤田総合病院
969-1793
むとうこどもクリニック
960-1453
医療法人 白鷺会 十二社クリニック
960-1408

024-563-7686

福島市泉字二斗蒔18-1

024-557-0415

福島市吉倉字八幡35-1

024-545-2757

福島市南矢野目字鼓田6-1

024-554-0303

福島市笹谷字中田4-12

024-558-1211

福島市御山町6-29

024-534-3018

福島市大森字丑子内58-5

024-545-3268

福島市大森字城ノ内24-10

024-544-1581

福島市渡利字中江町34

024-521-2056

福島市鳥谷野字宮畑64-1

024-544-1122

福島市春日町12-32

024-536-9598

福島市上町6番1号

024-523-1120

福島市北中央1-48-1

024-533-4150

福島市万世町5-37

024-522-2908

福島市東中央1-9

024-535-2660

福島市南沢又字上並松23-2

024-557-9920

福島市入江町11-31

024-534-6101

福島市丸子字沢目28-5

024-553-2238

二本松市油井字福岡161-1

0243-22-8800

二本松市郭内2-341

0243-22-3215

二本松市本町1-237

0243-22-0570

二本松市槻木250-3

0243-22-6688

伊達市梁川町字内町47

024-577-0663

伊達市保原町字半道18-1

024-575-5523

伊達市保原町字栄町51

024-575-2439

本宮市本宮字南町裡149

0243-33-2721

伊達郡国見町大字塚野目字三本木14

024-585-2121

伊達郡川俣町字瓦町31

024-565-2435

伊達郡川俣町大字羽田字十二社5-1

024-565-5230

963-8071

郡山市富久山町久保田字伊賀河原3

024-990-1241

963-0211

郡山市片平町字出磬東5番地の5

024-962-0600

963-8844

郡山市字賀庄54-1

024-937-3775

963-0107

郡山市安積三丁目298

024-947-5377

963-8871

郡山市本町2-11-7

024-935-5000

963-8871

郡山市本町1-14-21

024-932-0154

963-8014

郡山市虎丸町1-5ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ虎丸1F

024-990-0646

963-8026

郡山市並木三丁目5-18

024-925-0705

963-8034

郡山市島二丁目50-1

024-923-0585

963-8585

郡山市駅前1-1-17

024-932-6363

963-8501

郡山市向河原町159番1号

024-983-5511

963-8558

郡山市西ノ内2-5-20

024-925-1188

963-8041

郡山市富田町字下亀田1-35

024-927-8622

963-0209

郡山市御前南6丁目122番

024-983-0189

963-8052

郡山市八山田七丁目161

024-934-5432

963-8047

郡山市富田東3-20

024-921-2216

962-8503

須賀川市北町20

0248-75-3111

962-8507

須賀川市芦田塚13

0248-75-2131

962-0063

須賀川市西山寺町228番地

0248-63-2711

963-7766

田村郡三春町字中町28

0247-62-3015

963-7752

田村郡三春町字六升蒔50

0247-62-3131

963-3401

田村郡小野町大字小野新町字槻木内6-2

0247-72-3181

963-4317

田村市船引町東部台3丁目78

0247-81-2580

963-4312

田村市船引町船引字畑添4

0247-82-1514

963-4203

田村市船引町門沢字直道338

0247-85-2016

963-4317

田村市船引町東部台4丁目81

0247-81-1388

963-4602

田村市常葉町常葉字内町48

0247-77-2036

施設数

県
中
地
域

いいもり子ども医院
医療法人健生会 おおがクリニック
医療法人 おおのこどもクリニック （※受診期間は７月から９月まで）
医療法人 かわなこどもクリニック
すみこしこどもクリニック
医療法人 仁寿会 菊池医院
ユア・クリニックたかはし
医療法人慈敬会 乾マタニティクリニック
医療法人 久米こどもクリニック
公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院
公益財団法人 星総合病院
一般財団法人 太田綜合病院 附属 太田西ﾉ内病院
渡辺美佳子こどもクリニック
（※受診期間は７月から１０月まで）
医療法人 わんぱくさいとうこども医院
一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 南東北医療クリニック
さかい小児科クリニック
公立岩瀬病院
独立行政法人 国立病院機構 福島病院
医療法人 あすなろこどもクリニック （※受診期間は７月から１０月まで）
矢吹医院
三春町立三春病院
公立小野町地方綜合病院
医療法人 東部台こどもクリニック
秋元医院
医療法人 遠藤医院
かとうの内科クリニック
医療法人 白岩医院

29

施設数

医療法人 わたなべ子どもクリニック
県 白河厚生総合病院
南 医療法人 江藤医院
地 医療法人 みうら小児クリニック
（※受診期間は７月から１１月まで）
域
樋口小児クリニック
福島県厚生農業協同組合連合会 塙厚生病院
施設数

電話番号

福島市三河南町1-15

27
961-0831

白河市老久保16-4

0248-21-2166

961-0005

白河市豊地上弥次郎2-1

0248-22-2211

961-0309

白河市東深仁井田字刈敷坂82番地

0248-34-3113

961-0835

白河市白坂字石阿弥陀17-1

0248-28-1001

969-0224

西白河郡矢吹町大久保393

0248-42-2040

963-5493

東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5番地

0247-43-1145
6

平成30年度「小児健康診査」 医療機関一覧
地域別

会
津
・
南
会
津
地
域

医療機関名

郵便番号

医療法人 わたなべクリニック
医療法人 社団新生会 佐藤病院 （6月16日から佐藤医院に変更になりました）
医療法人 いいづかファミリークリニック
医療法人 いとう子どもクリニック
医療法人 明精会 会津西病院
一般財団法人 温知会 会津中央病院
医療法人 森田小児科医院
扇町渡部小児科アレルギー科医院
竹田綜合病院
医療法人 子博会 高橋小児クリニック
医療法人社団 大志会 矢吹医院
福島県厚生農業協同組合連合会 坂下厚生総合病院
医療法人 みぎわ会 長谷川医院

住 所

会津若松市一箕町松長1-17-32

0242-24-0506

965-0877

会津若松市西栄町2-27

0242-26-3515

965-0006

会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合59

0242-32-3330

965-0825

会津若松市門田町黒岩大坪180

0242-27-4601

969-6192

会津若松市北会津町東小松2335

0242-56-2233

965-8611

会津若松市鶴賀町1-1

0242-25-1515

965-0838

会津若松市古川町4-21

0242-27-7686

965-0025

会津若松市扇町26-1

0242-25-5515

965-8585

会津若松市山鹿町3-27

0120-599-489

966-0015

喜多方市関柴町上高額字家ノ北605-1

0241-25-7066

969-3123

耶麻郡猪苗代町字古城町99-1

0242-62-2169

969-6593

河沼郡会津坂下町字逆水50

0242-83-3511

967-0004

南会津郡南会津町田島字中町甲3936

0241-62-0032

施設数

相
双
地
域

すぎやまこどもクリニック
公立相馬総合病院
菜のはなこどもクリニック
（※受診期間は７月から１2/26まで）
やまぐち小児科医院
南相馬市立総合病院
石原クリニック
医療法人 田村内科医院
こいずみクリニック
医療法人社団 青空会 大町病院
馬場医院
医療法人 半谷医院（※受診曜日は火曜日、木曜日、９月から火、水、木曜日)
医療法人 富岡中央医院（※受診期間は７月から12月の水曜日午前中のみ）
ときクリニック
（※受診期間は７月から11月まで※10歳以上が可能です）

13
976-0032

相馬市大曲字大毛内51-1

0244-26-5111

976-0011

相馬市新沼字坪ケ迫142

0244-36-5393

976-0042

相馬市中村字川沼307

0244-36-8739

976-0042

相馬市中村1-3-27

0244-37-8815

975-0033

南相馬市原町区高見町2-54-6

0244-22-3181

975-0007

南相馬市原町区南町4-25-5

0244-22-2212

979-2442

南相馬市鹿島区横手字町田46

0244-46-1233

975-0001

南相馬市原町区大町3-77

0244-22-6001

975-0001

南相馬市原町区大町3-97

0244-24-2333

979-0403

双葉郡広野町大字下浅見川字広長100-6

0240-27-2231

979-2115

南相馬市小高区上町2-50

0244-44-2020

979-1112

双葉郡富岡町中央1丁目119

0240-22-6560

979-0514

双葉郡楢葉町大字下小塙字佐野3-9

0240-25-1222

974-8212

いわき市東田町2-17-1

0246-63-0001

970-0224

いわき市平豊間字兎渡路291

0246-55-8261

972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57

0246-43-4175

973-8555

いわき市内郷御厩町久世原16

0246-26-3151

970-8032

いわき市平下荒川字川前71-1

0246-22-4272

972-8301

いわき市草木台5-1-5

0246-28-1145

施設数

い
わ
き
地
域

医療法人 おおはらこどもクリニック （※受診期間は７月から１1月まで）
独立行政法人 国立病院機構いわき病院
公益財団法人 ときわ会 常磐病院
いわき市立総合磐城共立病院
（※受診期間は７月から1１月まで）
福田小児科医院
（※受診期間は７月から１１月まで）
いわき草木台総合クリニック

電話番号

965-0001

13

施設数

6

合計施設数

94

【ご注意していただく事項】
①今回の小児健康診査の費用は、無料です。
②受診を希望する場合は、同封の「小児健康診査受診録兼結果報告書」と「承諾書」に必要事項を記入の上
受診する医療機関にご持参くださるようお願いいたします。
③「小児健康診査」が受診可能な期間は、平成３０年７月～１２月までとなります。
④受診可能な期間、曜日、時間帯や予約制の有無等は、医療機関によって異なりますので、直接、表に記載の
医療機関にお問い合わせいただいたうえで受診されますようお願いいたします。
（※医療機関によっては、予約制の場合もあります。医療機関は、毎年更新されますのでご注意ください。）
⑤１１月、１２月は予防接種や感染症等で医療機関は混雑が予想されますので、夏休み期間中など早めの受診
をお願いいたします。
⑥今回の小児健康診査の結果、2次検査や精密検査、医療機関への受診を指示された場合、通常の保険診療
での対応となりますので、ご留意ください。

