県名

法人名・医療機関名

郵便番号

住所

電話番号

山形県

医療法人産科婦人科島貫医院

〒992-0045

山形県米沢市中央2－5－12

0238(23)1776

福島県

医療法人 宣誠会 古川産婦人科

〒963-8871

福島県郡山市本町2丁目10番11号

024(922)1155

ことり助産院

〒322-0346

栃木県鹿沼市上南摩町92-25

0289-77-3553

助産所 ままと赤ちゃんの家

〒325-0033

栃木県那須塩原市埼玉451-1

0287-62-9807

ゆめクリニック

〒321-3226

栃木県宇都宮市ゆいの杜3丁目14番6号

028-611-1881

医療法人 慈愛会 秋葉産婦人科病院

〒306-0013

茨城県古河市東本町2－9－2

0280（32）3335

医療法人 寿惠会 船橋レディスクリニック

〒306-0126

茨城県古河市諸川657-3

0280（76）0386

医療法人社団 海里会 池羽レディースクリニック

〒307-0001

茨城県結城市大字結城10622-1

0296（33）3465

医療法人 瀬尾医院

〒316-0004

茨城県日立市東多賀町2－15－8

0294（33）0763

医療法人 静和会 池田医院

〒306-0400

茨城県猿島郡境町2174－100

0280（87）0171

茨城県厚生連 茨城西南医療センター病院

〒306-0433

茨城県猿島郡境町2190

0280（87）8111

医療法人 修英会 遠藤産婦人科医院

〒308-0005

茨城県筑西市中舘130-1

0296（20）1000

医療法人 賛生会 小松崎産婦人科医院

〒308-0841

茨城県筑西市ニ木成1267番地

0296（24）6327

茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院

〒300-0028

茨城県土浦市おおつ野4丁目1番1号

029(830)3711

医療法人 慈聖会 平間産婦人科医院

〒308-0021

茨城県筑西市甲95-5

0296（22）3741

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 龍ヶ崎済生会病院

〒301-0854

茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1番

0297(63)7111

医療法人 青木医院

〒310-0815

茨城県水戸市本町3丁目4番7号

029(221)8603

医療法人すこやか ひたちなか母と子の病院

〒312-0056

茨城県ひたちなか市青葉町19－7

029(273)2888

茨城県立中央病院

〒309-1793

茨城県笠間市鯉渕6528

0296(77)1121

独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院

〒371-0025

群馬県前橋市紅雲町1丁目7番13号

027(221)8165

桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院

〒376-0024

群馬県桐生市織姫町6番3号

0277(44)7171

医療法人社団 真中医院

〒374-0024

群馬県館林市本町3丁目4番5号

0276(72)1630

医療法人 山育会 たかのす診療所

〒376-0041

群馬県桐生市川内町2丁目289-1

0277(65)9229

マザ-ズクリニックTAMURA

〒379-2121

群馬県前橋市小屋原町584－1

027(266)8803

産科婦人科舘出張 佐藤病院

〒370-0836

群馬県高崎市若松町96

医療法人豊医会 小沢医院

〒371-0221

群馬県前橋市樋越町15-1

027（283）2009

医療法人 慈桜会 瀬戸病院

〒359-1128

埼玉県所沢市金山町8－6

04(2922）0367

医療法人社団東光会 戸田中央産院

〒335-0022

埼玉県戸田市上戸田2丁目26番3号

048(444）1181

医療法人 秀翠会 中村レディスクリニック

〒348-0046

埼玉県羽生市中岩瀬612

048(562）3505

医療法人 産婦人科 木村医院

〒340-0114

埼玉県幸手市東2丁目40番10号

0480(42)0222

医療法人社団 双鳳会 山王クリニック

〒349-0214

埼玉県白岡市寺塚123-1

0480（93）0311

医療法人 青山会 吉田産科婦人科医院

〒358-0054

埼玉県入間市野田640-5

04(2932)8781

医療法人 賢仁会 産婦人科菅原病院

〒343-0813

埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2

048(964)3321

ナラヤマレディースクリニック

〒362-0014

埼玉県上尾市本町1-1-7

048(771)0002

医療法人社団 陽政会 長岡産婦人科クリニック

〒285-0837

千葉県佐倉市王子台3－16－1

043(461）0303

医療法人社団 向日葵会 まつしま病院

〒132-0031

東京都江戸川区松島1丁目41番29号

03(3653)5541

日本医科大学付属病院

〒113-8603

東京都文京区千駄木1丁目1番5号

03(3822)2131

昭和大学病院

〒142-8666

東京都品川区旗の台1-5-8

03(3784)8000

医療法人財団 荻窪病院

〒167-0035

東京都杉並区今川3丁目1番24号

03（3399）1101

医療法人 小川クリニック

〒244-0813

神奈川県横浜市戸塚区舞岡町29

045(822)6650

医療法人社団慈愛会 塩塚クリニック

〒243-0014

神奈川県厚木市旭町1-27-5 MSビル4F

046(228)4628

社会福祉法人 聖霊病院 金沢聖霊総合病院

〒920-8551

石川県金沢市長町1丁目5番30号

076(231)1295

医療法人 葵鐘会

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦2丁目4番地15 ORE錦二丁目ビル12F

052（265）5741

・セブンベルクリニック

〒492-8144

愛知県稲沢市４丁目１２２番地

0587(33)7877

・グリーンベルクリニック

〒473-0914

愛知県豊田市若林東町棚田160-1

0565(51)0011

・エンジェルベルホスピタル

〒444-0067

愛知県岡崎市錦町5－1

0564(66)0050

・ロイヤルベルクリニック

〒458-0848

愛知県名古屋市緑区水広1丁目1715番地

052(879)6660

・フォレストベルクリニック

〒463-0001

愛知県名古屋市守山区上志段味羽前600番地2

052(737)0003

・パ-クベルクリニック

〒440-0877

愛知県豊橋市南松山町153

0532(56)0020

・キャッスルベルクリニック

〒451-0021

愛知県名古屋市西区天塚町2丁目7番地

052(529)1333

・フェアリ-ベルクリニック

〒444-0226

愛知県岡崎市中島町鮫田12番地

0564(57)7001

・オレンジベルクリニック

〒443-0056

愛知県蒲郡市神明町23－21

0533(68)2311

・ロ-ズベルクリニック

〒509-0203

岐阜県河児市下恵土野林2975－1

0574(60)3355

・アルプスベルクリニック

〒506-0058

岐阜県高山市山田町310

0577(35)1777

・フラワーベルクリニック

〒599-8125

大阪府堺市東区西野461番1

072-239-5571

栃木県

茨城県

群馬県

027(322)2243 （日中）

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県
石川県

愛知県

岐阜県
大阪府

妊産婦健康診査実施医療機関（水色網掛けは妊婦健診のみ）

令和3年8月25日現在

