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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

市町 下田メディカルセンター 415-0026 下田市六丁目４－１０ 0558-25-2525 0558-25-5050 H24.5.1

公益法人
公益社団法人地域医療振興協会　伊豆今井
浜病院

413-0503 賀茂郡河津町見高１７８ 0558-34-1123 0558-34-1166 H24.4.19

医療法人 医療法人社団桑寿会下田温泉病院 415-0013 下田市柿崎９９７－２ 0558-22-5001 0558-22-0200 H15.4.1

医療法人 医療法人社団康心会　康心会伊豆東部病院 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取１７－２ 0557-95-1151 0557-95-1154 H14.4.1

医療法人 医療法人社団健育会熱川温泉病院 413-0304 賀茂郡東伊豆町白田４２４ 0557-23-0843 0557-23-3225 S40.12.27

医療法人 医療法人社団それいゆ会河津浜病院 413-0502 賀茂郡河津町川津筏場１５１２－７ 0558-35-7321 0558-35-0555 S44.5.19

医療法人
医療法人社団辰五会ふれあい南伊豆ホスピタ
ル

415-0151 賀茂郡南伊豆町青市８４８ 0558-62-1461 0558-62-0510 S40.9.16

医療法人 医療法人社団健育会西伊豆健育会病院 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２ 0558-52-2366 0558-52-2369 H1.7.1

開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

市町 伊東市民病院 414-0055 伊東市岡１９６－１ 0557-37-2626 0557-35-0631 H25.3.1

医療法人
医療法人社団伊豆七海会熱海 海の見える病
院

413-0033 熱海市熱海字上ノ山１８４３－１ 0557-48-7404 0557-48-7406 H28.3.10

医療法人 医療法人社団伊豆七海会熱海所記念病院 413-0022 熱海市昭和町２０－２０ 0557-82-3000 0557-81-0362 H21.10.1

医療法人 医療法人社団ちとせ会熱海ちとせ病院 413-0001 熱海市泉１７－１ 0465-63-5881 0465-63-6061 H7.4.1

医療法人 医療法人社団陽光会南あたみ第一病院 413-0102 熱海市下多賀４７７ 0557-68-2218 0557-68-2210 H17.5.1

その他の
法人

国際医療福祉大学熱海病院 413-0012 熱海市東海岸町１３－１ 0557-81-9171 0557-83-6632 H14.7.1

１．賀茂保健所

２．熱海保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

一部事務組合下田メ
ディカルセンター 伊藤　和幸

内   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   婦   眼   耳   リハ   麻   循内   
消内

134 4 138 

公益社団法人地域医
療振興協会 小田　和弘 内   小   外   整   皮   婦   眼   耳   リハ   麻   循内 100 100 

医療法人社団桑寿会 荒井　充 内   リハ 100 100 

医療法人社団康心会 高尾　昌孝 内   外   整   脳神外   婦   眼   リハ   循内   消内   脳神内   腎内（透） 160 160 

医療法人社団健育会 田所　康之 内   神内   リウ   外   整   脳神外   皮   ひ   リハ   循内   消外  呼外　透内 199 199 

医療法人社団それい
ゆ会 樋口　和義 精 190 190 

医療法人社団辰五会 望月　博 心内   精 248 248 

医療法人社団健育会 仲田　和正 内   整   脳神外   呼外   皮   ひ   リハ   循内 80 80 

開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

伊東市 川合　耕治
内   心内   精   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   
放   麻   循内   消内   内泌・代内   救

250 250

医療法人社団伊豆七
海会 鈴木　和浩 内   リハ   腫内   腎内   透内 76 36 112

医療法人社団伊豆七
海会 金井　洋

内   神内   小   外   整   脳神外   皮   ひ   婦   リハ   麻   内（呼）   内（循）   
内（消）   内（糖）   内（血）   ぺ外   外（消）   外（乳）   放

144 144

医療法人社団ちとせ
会 北谷　知己 内   リハ                           89 89

医療法人社団陽光会 植田　修逸 内   整   皮   ひ   リハ   消内   腎内（透）               20 90 110

学校法人国際医療福
祉大学 池田　佳史

内   精   小   外   整   形   脳神外   呼外  心外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リ
ハ   放   麻   歯外   呼内   循内   消内   糖内   脳神内   漢内   糖・内泌・代
内   腎内（透）   消外   移外   病診   臨検   救　

234 31 4 269
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

独立行政
法人

独立行政法人地域医療機能推進機構三島総
合病院

411-0801 三島市谷田字藤久保２２７６ 055-975-3031 055-973-3647 H13.4.1

独立行政
法人

独立行政法人国立病院機構静岡医療セン
ター

411-8611 駿東郡清水町長沢７６２－１ 055-975-2000 055-975-2725 S32.6.1

県 静岡県立静岡がんセンター 411-8777 駿東郡長泉町下長窪１００７ 055-989-5222 055-989-5783 H14.8.15

市町 沼津市立病院 410-0302 沼津市東椎路字春ノ木５５０ 055-924-5100 055-924-5133 S63.6.28

日赤 裾野赤十字病院 410-1118 裾野市佐野７１３ 055-992-0008 055-992-3770 S27.8.7

日赤 伊豆赤十字病院 410-2413 伊豆市小立野１００ 0558-72-2148 0558-72-6564 S26.8.1

済生会 伊豆医療福祉センター 410-2122 伊豆の国市寺家２０２ 055-949-1165 055-949-5303 H24.4.1

厚生連
ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉
病院

410-2502 伊豆市上白岩１０００ 0558-83-3333 0558-83-1021 S42.10.1

公益法人 公益財団法人復康会沼津中央病院 410-8575 沼津市中瀬町２４－１ 055-931-4100 055-934-1698 S25.4.1

公益法人
公益財団法人復康会沼津リハビリテーション
病院

410-0813 沼津市上香貫蔓陀ケ原２５１０－２２ 055-931-1911 055-934-3811 S33.4.1

公益法人 伊豆保健医療センター 410-2315 伊豆の国市田京２７０－１ 0558-76-0111 0558-75-0005 S57.9.27

一般財団
法人

一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 410-8555 沼津市本字松下七反田９０２－６ 055-952-1000 055-952-1001 H8.5.1

医療法人 医療法人社団賢仁会杉山病院 410-0807 沼津市錦町３－５ 055-963-4114 055-963-4113 S49.2.1

医療法人 医療法人社団真養会きせがわ病院 410-0022 沼津市大岡１１５５ 055-952-8600 055-952-8686 H12.4.20

医療法人 医療法人社団親和会西島病院 410-0022 沼津市大岡２８３５－７ 055-922-8235 055-922-5114 H13.8.1

医療法人 瀬尾記念慶友病院 410-0822 沼津市下香貫島郷２７７３－１ 055-935-1511 055-935-1333 H16.3.16

医療法人 沼津西病院 410-0312 沼津市原２５０－８ 055-966-1181 055-967-4423 H8.8.1

医療法人 ふれあい沼津ホスピタル 410-0866 沼津市市道町８－６ 055-962-3530 055-952-2378 S33.9.1

医療法人 医療法人社団形外会三島森田病院 411-0044 三島市徳倉１１９５－７９３ 055-986-3337 055-987-6308 H15.11.1

医療法人 医療法人社団静岡健生会三島共立病院 411-0817 三島市八反畑１２０－７ 055-973-0882 055-973-0883 H1.12.1

医療法人 医療法人社団清風会芹沢病院 411-0031 三島市幸原町２－３－１ 055-986-1075 055-988-2750 S44.9.1

医療法人 医療法人社団福仁会三島東海病院 411-0022 三島市川原ケ谷字今井坂２６４－１２ 055-972-9111 055-976-0310 S59.12.15

医療法人 社会医療法人社団志仁会三島中央病院 411-0848 三島市緑町１－３ 055-971-4133 055-972-9188 H13.7.1

３．東部保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

独立行政法人地域医
療機能推進機構 前田　正人 内   呼   消   循   外   整   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   放   麻   乳外 181 181

独立行政法人国立病
院機構 中野　浩

内   精   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   小外   皮   ひ   産
婦   眼   耳   リハ   放   麻   歯外   呼内   循内   消内   脳神内   消外   病
診   救

450 450

静岡県 上坂　克彦
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   婦   眼   耳   リハ   麻   
歯   呼内   循内   消内   血内   腎内   感内   女内   鏡内    緩内   内泌・代内   乳外   
頭頸外   肝・胆・膵外   食外   胃外   大腸外   放診   放治   病診   臨検

615 615

沼津市 伊藤　浩嗣
内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外　心外   小外   皮   ひ   産婦   眼   
耳   リハ   放   麻   歯外   呼内   循内   消内  脳神内    救

387 387

日本赤十字社 芦川　和広 内   外   整   脳神外   婦   リハ   放 98 6 104

日本赤十字社 吉田　　剛 内   精   小   外   整   ひ   婦 53 41 94

社会福祉法人恩賜財
団済生会支部静岡県
済生会

渡邉　誠司 精   神   小   整   脳神外   リハ   歯  43 43

静岡県厚生農業協同
組合連合会 安田　勝彦 内   リウ   外   整   脳神外   皮   ひ   眼   リハ   外（消鏡） 113 172 285

公益財団法人復康会 杉山　直也 心内   精   270 270

公益財団法人復康会 長友　秀樹 内   神内   リハ   消内 106 106

公益財団法人伊豆保
健医療センター 小野　憲 内   呼   外   整   脳神外   皮   ひ   放 97 97

一般財団法人芙蓉協
会 伊藤　　孝

内   小   外   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   放   
歯外   呼内   循内   消内   糖・内泌内   消外　 乳外   肛外

246 246

医療法人社団賢仁会 杉山　安彦 内   リウ   外   整   呼内   糖内 50 50

医療法人社団真養会 塚本　哲朗 内   心内   リハ   呼内   胃内 87 87

医療法人社団親和会 坂本　真幸 内   神内   リウ   整   脳神外  リハ   放   麻   循内   糖内  消外 150 150

医療法人桂名会 尾髙　光昭 内   整   リハ   循内 74 74

医療法人財団フリー
ジア会 田原　道直 内   外 60 60

医療法人社団静岡康
心会 加藤　政利 内   心内   精 293 293

医療法人社団形外会 森田　正哉 心内   精 203 203

医療法人社団静岡健
生会 齋藤　友治 内   リウ   小   整   皮   リハ   放   呼内   循内   消内   84 84

医療法人社団清風会 芹澤　寛 内   外   整   リハ   呼内   循内   胃内   脳神内 105 105

医療法人社団福仁会 安倍　知見 内   外   整   脳神外   リハ   放   消外   肛外 55 44 99

社会医療法人社団志
仁会 関　伸二 内   外   整   脳神外   ひ   耳   麻   循内   消内　消外   肛外   頭頸外   救 111 85 196
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

医療法人 医療法人社団榮紀会東名裾野病院 410-1107 裾野市御宿１４７２ 055-997-0200 055-997-3370 H10.10.1

医療法人 医療法人社団同仁会中島病院 410-3211 伊豆市松ケ瀬７５ 0558-87-0333 0558-87-0891 S12.1.1

医療法人 医療法人全心会伊豆慶友病院 410-3293 伊豆市月ケ瀬３８０－２ 0558-85-1701 0558-85-1810 H23.10.1

医療法人 伊豆韮山温泉病院 410-2195 伊豆の国市中條２３４ 055-949-1466 055-949-4080 S39.3.18

医療法人 医療法人社団慈広会記念病院 410-2211 伊豆の国市長岡７４１－１ 055-947-0511 055-948-0045 H10.11.1

医療法人 長岡リハビリテーション病院 410-2211 伊豆の国市長岡９４６ 055-948-0555 055-948-0918 H7.6.1

医療法人 医療法人新光会伊豆函南病院 419-0107 田方郡函南町平井１６９４ 055-974-0121 055-974-1503 H6.3.19

医療法人 医療法人新光会伊豆平和病院 419-0107 田方郡函南町平井１６９０－１３ 055-974-1355 055-974-0026 S51.5.1

医療法人 医療法人社団宏和会岡村記念病院 411-0904 駿東郡清水町柿田２９３－１ 055-973-3221 055-973-3404 H20.4.1

医療法人 医療法人社団聡誠会池田病院 411-0945 駿東郡長泉町本宿４１１－５ 055-986-1212 055-988-4422 H30.8.1

その他の
法人

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 410-2507 伊豆市冷川１５２３－１０８ 0558-83-2111 0558-83-2370 S48.5.1

その他の
法人

順天堂大学医学部附属静岡病院 410-2295 伊豆の国市長岡１１２９ 055-948-3111 055-948-5088 S42.4.1

その他の
法人

ＮＴＴ東日本伊豆病院 419-0193 田方郡函南町平井７５０ 055-978-2320 055-978-4336 S23.4.24
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

医療法人社団榮紀会 木本　紀代子 内   整   ひ   リハ 94 94

医療法人社団同仁会 小黒　克彦 内   小   外   整   皮   耳   呼内   循内   胃内 80 80

医療法人全心会 北川　晋 内   リウ   整   リハ   循内 47 47

医療法人麗峰会 水谷　正昭 内   整   皮   リハ 100 100

医療法人社団慈広会 伊藤　惠利子 内   リハ   110 110

医療法人社団一就会 松﨑　研一郎 内   リハ   消内   脳神内 54 54

医療法人新光会 大友　雅広 内   心内   精   神 267 267

医療法人新光会 小林　信仁 内   神内   整   リハ 109 109

医療法人社団宏和会 榎本　栄 形   心外   麻   循内   心臓リハ 65 65

医療法人社団聡誠会 池田　聡 内   リウ   外   整   脳神外   婦   リハ   放   循内   消内   消外   肛外 44 44 88

社会福祉法人農協共
済中伊豆リハビリテー
ションセンター

吉野　邦英 内   整   脳神外   ひ   リハ   歯   循内 140 140

学校法人順天堂 佐藤　浩一
内   精   アレ   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   小外   皮   ひ   
産婦   眼   耳   リハ   放   麻   呼内   循内   消内   血内   腎内   脳神内   
ペ内   糖・内泌内   小（新）   乳外   病診   臨検   救

577 577

東日本電信電話株式
会社 安田　秀 内   精   神内   呼   消   整   皮   リハ   放   歯 150 46 196
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

国（厚生
労働省）

国立駿河療養所 412-0033 御殿場市神山１９１５ 0550-87-1711 0550-87-1921 S20.12.1

国（その
他）

自衛隊富士病院 410-1431 駿東郡小山町須走４８１－２７ 0550-75-2311 0550-75-3511 S53.3.31

公益法人 公益社団法人有隣厚生会東部病院 412-0041 御殿場市茱萸沢１１８０－２ 0550-89-8000 0550-89-9811 H19.3.27

公益法人 公益社団法人有隣厚生会富士病院 412-0043 御殿場市新橋１７８４ 0550-83-3333 0550-83-4835 S39.7.18

公益法人 公益社団法人有隣厚生会富士小山病院 410-1326 駿東郡小山町用沢４３７－１ 0550-78-1200 0550-78-1208 H12.10.1

一般財団
法人

一般財団法人神山復生会神山復生病院 412-0033 御殿場市神山１０９ 0550-87-0004 0550-87-5360 S35.4.1

医療法人 医療法人社団駿栄会御殿場石川病院 412-0023 御殿場市深沢込ノ原１２８５－２ 0550-83-2424 0550-83-1060 H11.12.1

医療法人 社会医療法人青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 412-0045 御殿場市川島田字中原１０６７－１ 0550-89-7872 0550-88-1516 S60.4.1

医療法人 御殿場かいせい病院 412-0034 御殿場市大坂５７－８ 0550-87-3737 0550-87-3167 H12.10.1

医療法人 東富士病院 410-1431 駿東郡小山町須走１０９－５ 0550-75-3800 0550-75-3802 H13.4.1

４．御殿場保健所

- 12 -



開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

厚生労働省 北島　信一 内   外   皮   眼   耳   歯                  258 258

防衛省 冨松　聡一 内   外   整   歯                        50 50

公益社団法人有隣厚
生会 五十嵐　辰博 内   外   整   形   心外   ひ   婦   リハ    循内   消内 60 60

公益社団法人有隣厚
生会 園田　紀夫

内   小   外   整   脳神外   心外   皮   ひ   婦   眼   リハ   放 　 麻   呼内   
循内   消内   糖内   腎内   透内   脳神内   ペ内   乳外   大腸・肛外

160 160

公益社団法人有隣厚
生会 牧野　恒久 内   外   整   皮   眼   婦   リハ   放   循内   漢内   糖内   　         39 60 99

一般財団法人神山復
生会 江藤　秀顕 内   心内　  精　  神   循   外   皮　  眼   リハ         20 20

医療法人社団駿栄会 水野　正 内   外   整   ひ   リハ   消内   糖内   腎内   透内   漢内   乳外 46 113 159

社会医療法人青虎会 小川　裕
内   心内   精   神内   呼   消   循   リウ   小   外   整   形   美   脳神外   リ
ハ   放   麻   歯   歯外   小神内

168 43 211

医療法人社団千鳥会 笠原　彰夫 内   皮   リハ   放   60 60 120

医療法人社団沙羅 福田　雄志 内   心内   精   神   小                  77 77
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

市町 富士宮市立病院 418-0076 富士宮市錦町３－１ 0544-27-3151 0544-23-7232 S20.12.1

市町 共立蒲原総合病院 421-3306 富士市中之郷２５００－１ 0545-81-2211 0545-81-2208 S58.2.1

市町 富士市立中央病院 417-8567 富士市高島町５０ 0545-52-1131 0545-51-7077 S59.8.28

公益法人 公益財団法人復康会鷹岡病院 419-0205 富士市天間１５８５ 0545-71-3370 0545-71-0853 S44.6.1

一般財団
法人

一般財団法人富士心身リハビリテーション研究
所附属病院

418-0035 富士宮市星山１１２９ 0544-26-8101 0544-26-1409 S58.5.1

一般財団
法人

一般財団法人富士脳障害研究所附属病院 418-0021 富士宮市杉田２７０－１２ 0544-23-5155 0544-26-0937 S55.2.26

一般財団
法人

一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 417-0026 富士市南町３－１ 0545-52-0780 0545-52-5837 H19.8.6

医療法人 医療法人社団鵬友会フジヤマ病院 418-0105 富士宮市原６８３－１ 0544-54-1211 0544-54-1210 H29.4.3

医療法人 南富士病院 418-0005 富士宮市宮原３４８－１ 0544-26-5197 0544-23-1280 H8.6.1

医療法人 芦川病院 417-0052 富士市中央町２－１３－２０ 0545-52-2480 0545-54-1103 S38.7.15

医療法人 医療法人財団新六会大富士病院 417-0809 富士市中野２４９－２ 0545-35-0024 0545-35-0028 S52.12.1

医療法人
医療法人財団百葉の会湖山リハビリテーション
病院

417-0801 富士市大淵４０５－２５ 0545-36-2000 0545-36-2570 H10.9.1

医療法人 医療法人社団喜生会新富士病院 417-0801 富士市大淵字大峯３８９８－１ 0545-36-2211 0545-36-2215 S63.1.21

医療法人 医療法人社団秀峰会川村病院 416-0907 富士市中島３２７ 0545-61-4050 0545-64-7806 H3.12.1

医療法人 医療法人十全会聖明病院 417-0801 富士市大淵字蓙松８８８ 0545-36-0277 0545-35-3192 S63.3.29

医療法人 富士いきいき病院 419-0205 富士市天間字大久保１６４０－１ 0545-73-1919 0545-73-1916 H16.6.1

医療法人 富士整形外科病院 417-0045 富士市錦町１－４－２３ 0545-51-3751 0545-51-1540 S46.9.1

５．富士保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

富士宮市 佐藤　洋
内   小   外   整   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   放   麻   循内   消内　腎内   
消外　病診

380 380

共立蒲原総合病院組
合

西ヶ谷　和之
内   心内   精   神内   小   外   整   脳神外   呼外   皮   ひ   婦   眼   耳   リハ   
放   麻   呼内   循内   消内   糖･内泌内                  

175 92 267

富士市 児島　章
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   心外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   
麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   糖・内泌内   消外   放治   病診   放
画診       

504 10 6 520

公益財団法人復康会 高木　啓 心内   精                         151 151

一般財団法人富士心
身リハビリテーション
研究所

引場　智 内   心内   精   神                  240 240

一般財団法人富士脳
障害研究所

谷島　健生 神内   循   脳神外   リハ   麻                        80 80 160

一般財団法人恵愛会　 小里　俊幸
内   リウ   小   外   整   脳神外   皮   ひ   眼   リハ   放   呼内   循内   消内   腎
内   消外   肛外

151 151

医療法人社団鵬友会 根本　慎一郎 内   神内   外   整   リハ   放              60 50 110

医療法人社団仁信会 窪田　裕輔 内   心内   精   神                           170 170

医療法人社団一芦会 芦川　英信 内   胃   循   外   整   形   こう   眼   リハ         39 60 99

医療法人財団新六会 窪田　博 心内   精   神  160 160

医療法人財団百葉の
会

諸岡　暁 内   脳神内   リハ                              208 208

医療法人社団喜生会 木島　金夫 内   外   整   皮   ひ   リハ   歯   循内   消内   脳神内   腎内(透） 104 102 206

医療法人社団秀峰会 川村　武 内   外   整   麻   胃内   消外   乳外   肛外   胃外   精   緩内   腫内   漢内 76 76

医療法人十全会 古川　愛造 内   精   神                           182 182

医療法人社団紫苑会 田中　博 内   整   脳神外   リハ   呼内   循内   消内                          197 197

医療法人社団英志会 渡邉　英一郎 内   リウ   整   リハ   麻                           106 106

- 15 -



開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

独立行政
法人

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神
経医療センター

420-0953 静岡市葵区漆山８８６ 054-245-5446 054-247-9781 H13.10.1

独立行政
法人

独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘
病院

424-0836 静岡市清水区桜が丘町１３－２３ 054-353-5311 054-353-5317 S23.4.21

県独立行
政法人

静岡県立こころの医療センター 420-0949 静岡市葵区与一４－１－１ 054-271-1135 054-251-6584 H21.4.1

県独立行
政法人

静岡県立こども病院 420-0953 静岡市葵区漆山８６０ 054-247-6251 054-247-6259 H21.4.1

県独立行
政法人

静岡県立総合病院 420-0881 静岡市葵区北安東４－２７－１ 054-247-6111 054-247-6140 H21.4.1

市独立行
政法人

静岡市立静岡病院 420-0853 静岡市葵区追手町１０－９３ 054-253-3125 054-252-0010 H28.4.1

市町 静岡市立清水病院 424-0911 静岡市清水区宮加三１２３１ 054-336-1111 054-334-1173 H15.4.1

日赤 静岡赤十字病院 420-0853 静岡市葵区追手町８－２ 054-254-4311 054-252-8816 S8.6.11

済生会 静岡済生会総合病院 422-8021 静岡市駿河区小鹿１－１－１ 054-285-6171 054-285-5179 S23.9.1

厚生連 ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院 420-0005 静岡市葵区北番町２３ 054-271-7177 054-273-2184 S16.9.3

厚生連 ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院 424-0114 静岡市清水区庵原町５７８－１ 054-366-3333 054-364-5503 S56.10.1

医療法人 医療法人社団健正会静岡アオイ病院 421-1223 静岡市葵区吉津１９０－１ 054-278-3939 054-277-1989 H10.4.1

医療法人 医療法人社団清明会静岡富沢病院 421-1311 静岡市葵区富沢７９２－１ 054-270-1201 054-270-1230 H26.11.1

医療法人
医療法人社団清明会静岡リハビリテーション
病院

421-1311 静岡市葵区富沢１４０５ 054-270-1221 054-270-1228 H9.6.1

医療法人 医療法人社団第一駿府病院 420-0816 静岡市葵区沓谷１－３０－２０ 054-245-6251 054-245-6252 H14.7.1

医療法人 静岡瀬名病院 420-0911 静岡市葵区瀬名４６２９－１ 054-264-2111 054-264-1313 S62.8.30

医療法人 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 420-0821 静岡市葵区柚木９０－１ 054-267-1000 054-267-1002 H17.1.1

医療法人 静清リハビリテーション病院 420-0823 静岡市葵区春日２－１２－２５ 054-653-5858 054-653-5859 H17.3.1

医療法人 溝口病院 420-0813 静岡市葵区長沼６４７ 054-261-3476 054-261-0177 H11.4.1

医療法人 医療法人社団宝徳会小鹿病院 422-8021 静岡市駿河区小鹿１６３３－１ 054-264-8000 054-264-8282 H9.4.1

医療法人 静岡徳洲会病院 421-0193 静岡市駿河区下川原南１１－１ 054-256-8008 054-256-8020 H17.3.16

医療法人 白萩病院 422-8018 静岡市駿河区西大谷１６－１ 054-236-7272 054-237-7007 H15.4.14

医療法人 医療法人清仁会日本平病院 424-0917 静岡市清水区駒越２３５９－２４ 054-334-2135 054-334-2687 S45.11.1

６．静岡市保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

独立行政法人国立病
院機構

髙橋　幸利 内   精   小   脳神外   リハ   放   麻   歯   脳神内         406 406

独立行政法人地域医
療機能推進機構

森　典子 内   外   整    ひ   眼   放   歯外  199 199

地方独立行政法人静
岡県立病院機構

村上　直人 内   精   外   歯                  280 280

地方独立行政法人静
岡県立病院機構

坂本　喜三郎
精   神内   アレ   小   整   形   脳神外   呼外   心外   小外   皮   ひ   産   
眼   耳   リハ   放   麻   歯   循内   腎内   血・腫内   内泌・代内   消外   児
精   新小   病診   臨検   小救

243 36 279

地方独立行政法人静
岡県立病院機構

小西　靖彦
内   心内   精   小   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   産婦   眼   リ
ハ   放   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腫内   腎内   脳神内   糖・
内泌内   消外   乳外   心臓リハ   頭頸・耳   病診   救

662 50 712

地方独立行政法人静
岡市立静岡病院

小野寺　知哉
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   産婦   眼   
耳   リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   緩内   消外   頭頸
外   放診   放治   病診   救   内泌代

500 6 506

静岡市 上牧　務
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   産婦   眼   耳   
リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   消外   乳外   放診   放治   病
診

463 463

日本赤十字社 小川　潤
内   精   脳神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   
産婦   眼   耳   リハ   放   麻   呼内   循内   消内   血内   糖・代内   消外   
頭頸外   病診   救

465 465

社会福祉法人恩賜財
団済生会支部静岡県
済生会

岡本　好史

内   精   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   小外   皮   ひ   産婦   眼   リハ   
放   麻   歯   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   脳神内   小(新)   消外   乳外   
胸外   頭頸・耳   病診   救   循内(不整脈)   内(内分泌代謝)   内(緩和ケア)   女ひ   
整(手)

581 581

静岡県厚生農業協同
組合連合会

水野　伸一
内   神内   リウ   小   外   整   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   放　 
麻   漢内   

213 52 265

静岡県厚生農業協同
組合連合会

西村　明人
内   リウ   小   外   整   脳神外   皮   ひ   婦   眼   耳   リハ   放   麻   循内   
消外   乳外   緩外

154 154

医療法人社団健正会 山本　修三 内   リハ                              174 174

医療法人社団清明会 倉澤　豊身 内   リハ                              244 244

医療法人社団清明会 小嶋　康則 内   整   リハ   歯   歯外 145 145

医療法人社団第一駿
府病院

溝口　知裕 精   神                              60 60

医療法人社団恒仁会 小川　祐輔 内 60 60

医療法人社団アール
アンドオー

田中　泰弘 内   リウ   整   リハ   麻 24 64 88

医療法人社団アール
アンドオー

野田　幸男 内   神内   整   脳神外   リハ 90 160 250

医療法人社団リラ 寺田　修 内   精   神 236 236

医療法人社団宝徳会 中村　拓郎 内   リハ                              148 148

医療法人徳洲会 山之上 弘樹
内   心内   精   神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   心外   皮   ひ   産
婦   眼   耳   リハ   放   麻   歯外   循内   消内   肛外   病診

403 96 499

医療法人社団秀慈会 坂田　壽衛 内   リハ                              120 120

医療法人清仁会 加藤　亮太 内   心内   精                              189 189
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

医療法人 清水駿府病院 424-0929 静岡市清水区日立町１７－８ 054-334-2424 054-334-2425 H9.5.1

医療法人 清水富士山病院　 424-0946 静岡市清水区八千代町６－３３ 054-355-2220 054-355-2221 H24.11.21

医療法人 山の上病院 424-0104 静岡市清水区草ケ谷６５１－７ 054-363-1023 054-363-1011 S63.3.3

その他の
法人

重症心身障害児施設つばさ静岡 420-0805 静岡市葵区城北１１７ 054-249-2830 054-249-2831 H17.9.20

開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

市町 島田市立総合医療センター 427-0007 島田市野田１２００－５ 0547-35-2111 0547-36-9155 S32.12.9

市町 焼津市立総合病院 425-0055 焼津市道原１０００ 054-623-3111 054-624-9103 S54.4.17

市町 藤枝市立総合病院 426-0077 藤枝市駿河台４－１－１１ 054-646-1111 054-646-1122 H7.4.1

市町 榛原総合病院 421-0421 牧之原市細江２８８７－１ 0548-22-1131 0548-22-6363 S29.9.20

医療法人 医療法人社団高草会焼津病院 425-0007 焼津市策牛４８ 054-628-9125 054-629-7629 S46.4.1

医療法人 医療法人社団綾和会駿河西病院 425-0062 焼津市中根新田１３１５ 054-623-5111 054-623-5116 H2.6.15

医療法人 岡本石井病院 425-0031 焼津市小川新町５－２－３ 054-627-5585 054-627-5586 S48.7.1

医療法人
社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル
甲賀病院

425-0088 焼津市大覚寺２丁目３０－１ 054-628-5500 054-628-7279 H1.3.15

医療法人
医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション
病院

426-0133 藤枝市宮原６７６－１ 054-639-0112 054-639-0789 H7.7.1

医療法人 医療法人社団平成会藤枝平成記念病院 426-0074 藤枝市水上１２３－１ 054-643-1230 054-643-1289 H1.4.1

医療法人 医療法人社団凛和会藤枝駿府病院 426-0033 藤枝市小石川町２－９－１８ 054-641-3788 054-641-3786 H10.7.1

医療法人 医療法人社団八洲会誠和藤枝病院 426-0213 藤枝市中ノ合２６－１ 054-638-3111 054-638-3285 H1.9.1

医療法人 医療法人社団八洲会はいなん吉田病院 421-0304 榛原郡吉田町神戸２５７１－６ 0548-32-9111 0548-32-9120 H16.5.20

７．中部保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

医療法人社団宗美会 山崎　透 内   精   神                 160 160

医療法人社団八千代
会　

森　徹 内　　リハ　　 20 100 120

医療法人社団健寿会 伊関　丈治 内   外   整   リハ   歯 401 401

社会福祉法人小羊学
園

山倉　慎二 内   精   小   リハ 73 73

開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

島田市 青山　武
内   心内   精   神内   小   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   産婦   眼   耳   
リハ   麻   歯外　 呼内 　循内 　消内   血内   腎内   漢内   緩内   糖･内泌内   
放診   放治   病診   臨検   救   外（消・乳）  　  　　  　　　 　　　　　　　   　          　　　　   

435 4 6 445

焼津市 関　常司
内   精   脳神内   小   外   整   形   脳神外　皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   
放   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   代・内泌内   消外   乳外   
胸外   病診   救         

471 471

藤枝市 毛利　博
内   心内   精   脳神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   
ひ   産婦   眼   耳   リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   糖･
内泌内   消外   乳外   肝･胆･膵外   血管外   放診   放治   病診   臨検   救

564 564

榛原総合病院組合 森田　信敏
内   精   神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   産
婦   眼   耳   リハ   放   麻   矯歯   歯外   呼内   循内   消内   腎内   病診   
救

355 42 53 450

医療法人社団高草会 村内　重夫 内   精 180 180

医療法人社団綾和会 横田　通夫 内   リハ                              150 150

医療法人社団正心会 平田　健雄
内   アレ   リウ   外   整   ひ   産婦   眼   耳   リハ   呼内   循内   消内   脳
神内   老内   糖・内秘・代内   乳外   肛外

43 154 197

社会医療法人駿甲会 甲賀　啓介
内   精   神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   眼   リハ   
放   麻　　呼内   循内   消内   血内    腎内   ペ内   乳外   消外   病診

407 407

医療法人社団聖稜会 宮津　巌 リハ　                                125 125

医療法人社団平成会 平井　達夫
内   神内   アレ   リウ   外   整   脳神外   皮   ひ   眼   リハ   放   麻   歯外   
血内   胃内   感内   漢内   老内   消外   循外   救

113 86 199

医療法人社団凛和会 田中　賢司 精   神                           170 170

医療法人社団八洲会 田濃　勉 内   リハ                              205 205

医療法人社団八州会 豊嶋　駿 内   リハ                              180 180
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

市町 磐田市立総合病院 438-8550 磐田市大久保５１２－３ 0538-38-5000 0538-38-5050 H17.4.1

市町
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医
療センター

436-8555 掛川市菖蒲ヶ池１－１ 0537-21-5555 0537-28-8971 H25.5.1

市町 袋井市立聖隷袋井市民病院 437-0061 袋井市久能２５１５－１ 0538-41-2777 0538-41-2813 H25.5.1

市町 市立御前崎総合病院 437-1696 御前崎市池新田２０６０ 0537-86-8511 0537-86-8518 H16.4.1

市町 菊川市立総合病院 439-0022 菊川市東横地１６３２ 0537-35-2135 0537-35-4484 H17.1.7

市町 市立湖西病院 431-0431 湖西市鷲津２２５９－１ 053-576-1231 053-576-1119 H22.3.23

市町 公立森町病院 437-0214 周智郡森町草ケ谷３９１－１ 0538-85-2181 0538-85-2510 H9.3.24

医療法人
医療法人弘遠会すずかけヘルスケアホスピタ
ル

438-0043 磐田市大原２０４２－４ 0538-21-3511 0538-21-3512 H15.5.15

医療法人 医療法人社団進正会服部病院 438-0026 磐田市西貝塚３７８１－２ 0538-32-7121 0538-32-7122 H7.1.1

医療法人 医療法人社団澄明会磐南中央病院 438-0814 磐田市気子島９７８ 0538-39-6770 0538-39-6772 H14.8.23

医療法人 白梅豊岡病院 438-0126 磐田市下神増１８５－１９ 0539-62-1600 0539-62-1605 H17.3.7

医療法人 豊田えいせい病院 438-0838 磐田市小立野１０２ 0538-34-6110 0538-37-7529 H12.4.1

医療法人 福田西病院 437-1216 磐田市一色２２ 0538-58-1175 0538-58-1477 H7.1.1

医療法人 新都市病院 438-0078 磐田市中泉７０３ 0538-34-0150 0538-34-0915 H22.6.1

医療法人 医療法人社団綾和会掛川北病院 436-0222 掛川市下垂木３３５０ 0537-62-3111 0537-62-3116 H12.5.19

医療法人 医療法人社団綾和会掛川東病院 436-0030 掛川市杉谷南一丁目１－１ 0537-23-7111 0537-23-7116 H27.3.18

医療法人 小笠病院 436-0033 掛川市篠場７０８ 0537-22-2288 0537-23-4312 S40.9.1

医療法人 川口会病院 436-0043 掛川市大池６８０ 0537-22-4178 0537-22-7157 S40.6.28

医療法人 袋井みつかわ病院 437-0004 袋井市友永１１１１ 0538-49-2211 0538-49-2291 H7.1.1

医療法人 浜名病院 431-0423
湖西市新所岡崎梅田入会地１５－７
０

053-577-2333 053-577-2483 H30.8.1

個人 磐田原病院 438-0002 磐田市大久保４２－１５ 0538-38-0621 0538-38-1185 H28.7.1

８．西部保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

磐田市 鈴木　昌八
内   精   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   皮   ひ   産婦   眼   耳   
麻   歯外   呼内   循内   消内   肝内   血内   腎内   脳神内   緩内   糖･内
泌内   消外   乳外   血管外   放診   放治   病診   臨検   救

498 2 500

掛川市・袋井市病院
企業団 宮地　正彦

内   精   リウ   小   外   整   脳神外   呼外   小外   皮・皮腫   ひ   産婦   眼   
耳   リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   腎内   脳神内   血・腫内   糖･内
泌内   消外   乳外   血管外   放診   腫放   病診   臨検   救

496 4 500

袋井市 宮本　恒彦 内   整   脳神外   リハ 100 50 150

御前崎市 鈴木　基裕 内   リウ   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   放   麻 145 54 199

菊川市 松本　有司 内   精   小   外   整   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   麻 202 58 260

湖西市 大貫　義則
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   婦   眼   耳   リハ   麻   
呼内   循内   消内   腎内   肛外

196 196

森町 中村　昌樹 内   精   小   外   肛外   整   皮   ひ   眼   耳   リハ   歯外   麻 131 131

医療法人弘遠会 久野　智彦 内   整   リウ   脳神外   リハ 　                             160 160

医療法人社団進正会 山名　純一 内   精   神                           168 168

医療法人社団澄明会 内野　順治 内   リハ    呼内   脳神内    緩内                      100 100

医療法人社団白梅会 中川　祐一 内   リハ                              50 50

医療法人社団恵成会 姫野　一成 内   外   整   脳神外   小外   皮   リハ   呼内   循内   消内      180 180

医療法人社団木野記
念会 大木　史隆 精   神                              141 141

医療法人社団明徳会 坂田　悟
内   外   整   ひ   婦   眼   リハ   麻   循内   消内   内泌内   腎内   消外   
乳外   肛外   大腸外   ぺ外

50 50

医療法人社団綾和会 飯田　貴之 内   リハ                              100 100

医療法人社団綾和会 宮地　紘樹 内   整   リハ 190 190

医療法人好生会 三浦　一也 精   神                              210 210

医療法人川口会 山口　直明 精   神   神内                           180 180

医療法人社団八洲会 花園　公彦 内   リハ                              159 159

医療法人宝美会 岡村　正造
内   小   外   整   脳神外   ひ   眼   リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   
消外

89 44 133

辛島　敬士 辛島　敬士 精   神                           120 120

- 21 -



開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

独立行政
法人

独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災
病院

430-8525 浜松市東区将監町２５ 053-462-1211 053-465-4380 S42.4.12

独立行政
法人

浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山一丁目２０－１ 053-435-2111 053-435-2153 S52.11.15

独立行政
法人

独立行政法人国立病院機構天竜病院 434-8511 浜松市浜北区於呂４２０１－２ 053-583-3111 053-583-3664 S20.12.1

市町 浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町３２８ 053-453-7111 053-452-9217 S48.4.1

市町 浜松市リハビリテーション病院 433-8511 浜松市中区和合北一丁目６－１ 053-471-8331 053-474-8819 H11.12.1

市町 浜松市国民健康保険佐久間病院 431-3908 浜松市天竜区佐久間町中部１８－５ 053-965-0054 053-965-0350 H17.7.1

日赤 引佐赤十字病院 431-2213 浜松市北区引佐町金指１０２０ 053-542-0115 053-542-2221 S26.3.11

日赤 浜松赤十字病院 434-8533 浜松市浜北区小林１０８８－１ 053-401-1111 053-401-1190 H19.11.1

厚生連 JA静岡厚生連　遠州病院 430-0929 浜松市中区中央一丁目１－１ 053-453-1111 053-401-0081 H19.4.1

医療法人 医療法人社団新風会丸山病院 430-0903 浜松市中区助信町３９－１０ 053-473-6721 053-474-6922 S56.9.1

医療法人 佐鳴湖病院 432-8021 浜松市中区佐鳴台六丁目３－１８ 053-447-1831 053-449-2165 H31.4.1

医療法人 神経科浜松病院 432-8013 浜松市中区広沢二丁目５６－１ 053-454-5361 053-454-5353 H10.10.1

医療法人 平安の森記念病院 430-0918 浜松市中区八幡町１８１ 053-401-0018 053-411-0011 H30.4.1

医療法人 医療法人社団緑生会天王病院 435-0052 浜松市東区天王町１９２５ 053-421-5885 053-422-2524 H9.1.1

医療法人 かば記念病院 430-0801 浜松市東区神立町５７０ 053-461-0612 053-461-0690 H24.7.1

医療法人 浜松北病院 431-3113 浜松市東区大瀬町１５６８ 053-435-1111 053-433-2700 H11.2.1

医療法人 医療法人社団一穂会西山病院 432-8001 浜松市西区西山町５００ 053-485-5558 053-485-5653 S60.1.1

医療法人 医療法人社団松愛会松田病院 432-8061 浜松市西区入野町７５３ 053-448-5121 053-448-9753 H2.1.1

医療法人 医療法人社団綾和会浜松南病院 430-0846 浜松市南区白羽町２６ 053-443-2111 053-443-2116 H18.3.15

医療法人 医療法人弘遠会すずかけセントラル病院 432-8054 浜松市南区田尻町１２０－１ 053-443-0111 053-443-0112 H24.11.1

医療法人 三方原病院 432-8063 浜松市南区小沢渡町２１９５－２ 053-448-0622 053-447-6637 S47.12.1

９．浜松市保健所
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

独立行政法人労働者
健康安全機構

鈴木　茂彦
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   婦   眼   
耳   リハ   放   麻   呼内   循内   消内

312 312

国立大学法人浜松医
科大学

松山　幸弘
内   精   神   循   小   外   整   形   脳神外   心外   小外   皮   ひ   産   婦   
眼   耳   リハ   放   麻   歯外   病診   救

576 37 613

独立行政法人国立病
院機構

白井　正浩 内   小   リハ   放   歯   脳神内   呼・アレ   内泌・代内   児精 258 50 8 316

浜松市 海野　直樹
内   精   神内   リウ   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   産婦   眼   
耳   リハ   麻   歯外   呼内   循内   消内   血内   腎内   透内   脳心内   感内   内
泌・代内   消外   乳外   血管外   放治   病診   臨検   救

600 6 606

浜松市 藤島　一郎 内   整   リハ   歯   180 45 225

浜松市 三枝　智宏 内   精   小   外   整   眼   リハ   36 4 40

日本赤十字社 山本　隆久 内   整   リハ   99 99

日本赤十字社 奥田　康一
内   精   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   放   麻   
歯外   呼内   循内   消内   肛外   血管外   病診

312 312

静岡県厚生農業協同
組合連合会

大石　強
内   精   神   小   外   整   形   脳神外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   放   
麻   循内   消内   脳神内   消外   血管外   救   

340 60 400

医療法人社団新風会 丸山　哲史 内   外   整   ひ   眼   麻   内(透)   58 58

医療法人福慈会 宮田　たみ恵 精   神   230 230

医療法人社団澤記念
会

山岡　功一 内   精   神   心内   239 239

医療法人社団あずま
会

牛山　知己 内   皮   ひ   リハ   118 118

医療法人社団緑生会 磯貝　佳子 内   精   神   リハ   120 120

医療法人社団明徳会 成瀬　寛夫 小   産   婦   44 44

医療法人社団盛翔会 竹内　和彦 内   神内   消   循   外   整   脳神外   皮   ひ   眼   リハ   放   歯外   139 60 199

医療法人社団一穂会 橋爪　一光 内   リハ   158 158

医療法人社団松愛会 松田　聡
外   ひ   消内   消腫内（化・緩）   胃・肛内   肛・心内   消外   肛外   血管外   
消腫外   胃・肛外   鏡外（胃・大腸）

60 60

医療法人社団綾和会 白部　多可史
内   リウ   外   整   皮   ひ   リハ   呼内   消内   脳神内   循内   糖・内泌内   
肛外   救

50 100 150

医療法人弘遠会 横山　徹夫
内   外   整   形   脳神外   呼外   ひ   婦   眼   リハ   放   麻   歯   呼内   
循内   消内   血内   内泌内   消外   乳外   血管外

205 104 309

医療法人好生会 浅井　信成 内   精   神 278 278
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開設
種別

施設名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 開設年月日

医療法人 医療法人社団種光会朝山病院 433-8104 浜松市北区東三方町４７６－１ 053-420-1830 053-420-1836 H15.8.1

医療法人 医療法人豊岡会浜松とよおか病院 433-8103 浜松市北区豊岡町１１０ 053-439-0100 053-439-0700 H22.3.15

医療法人 医療法人社団三誠会北斗わかば病院 434-0015 浜松市浜北区於呂３１８１－１ 053-588-5000 053-588-5001 H17.11.15

医療法人 医療法人社団誠心会浜北さくら台病院 434-0006 浜松市浜北区四大地９－６８ 053-582-2311 053-582-2315 H10.3.1

医療法人
医療法人社団竹内会精神科・神経科浜北病
院

434-0042 浜松市浜北区小松３３１２ 053-586-4558 053-586-8931 H11.4.1

医療法人 十全記念病院 434-0042 浜松市浜北区小松１７００ 053-586-1115 053-586-7950 H26.4.1

医療法人 遠江病院 434-0012 浜松市浜北区中瀬３８３２－１ 053-588-1880 053-588-2513 H10.10.1

医療法人 医療法人弘遠会天竜すずかけ病院 431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣２３９６－５
６

053-925-8111 053-925-8112 H6.12.1

その他の
法人

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷
浜松病院

430-8558 浜松市中区住吉二丁目１２－１２ 053-474-2222 053-471-6050 S37.3.5

その他の
法人

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷
三方原病院

433-8558 浜松市北区三方原町３４５３ 053-436-1251 053-438-2971 S18.9.1

その他の
法人

常葉大学リハビリテーション病院 431-1102 浜松市西区大山町３８０５ 053-436-1304 053-436-5722 H25.11.1
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開設者 管理者 診療科目 一　般 療　養 精　神 結　核 感染症 病床数

医療法人社団種光会 三浦　義広 精   神   心内   240 240

医療法人豊岡会 麦谷　荘一 内   整   リハ   呼内   消内   腎内 230 230

医療法人社団三誠会 杉本　昌宏 内   神内   リウ   整   リハ 142 142

医療法人社団誠心会 犬飼　政美 内   精   整   リハ 138 120 258

医療法人社団竹内会 竹内　伸一 精   神   162 162

医療法人社団明徳会 臼井　岳
内   神内   リウ   外   整   形   脳神外   心外   皮   ひ   産婦   眼   耳   リハ   
放   麻   歯   矯歯   歯外   循内   消内   肝内   腎内   呼・アレ   糖・内泌内   
消外   乳外   頭頸外   呼感・アレ疾内

95 204 299

医療法人社団大法会 大城　公恵 内   精   神   リハ   歯   147 147

医療法人弘遠会 鈴鹿　知直 内   リハ   脳神内 165 165

社会福祉法人聖隷福
祉事業団

岡　俊明
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   小外   皮   ひ   産婦   眼   
耳   リハ   放   麻   歯   歯外   呼内   循内   消内   血内   内泌内   腎内   消外   乳
外   肝・胆・膵外   大腸・肛外   腫放   病診   臨検   救

750 750

社会福祉法人聖隷福
祉事業団

荻野　和功
内   精   神内   小   外   整   形   脳神外   呼外   心外   皮   ひ   産   婦   
眼   耳   リハ   放   麻   歯   呼内   循内   消内   肝内   血内   腎内   緩内   
感・リウ   消外   放治   病診   臨検   救

816 104 20 940

学校法人常葉大学 高橋　武昭 内   リウ   整   リハ   放   80 80
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一 般 療 養 精 神 結 核
感染
症

病床数
計

承認
年月日

東部 静岡県立静岡がんセンター
〒4118777
駿東郡長泉町下長窪１００７

静岡県 上坂　克彦 615 615 H25.04.01

浜松市 浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大
学

松山　幸弘 576 37 613 H7.03.01

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

運営開始
年月日

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387 H16.04.14

順天堂大学医学部附属静岡病
院

〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577 S56.11.01

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465 H4.05.11

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581 S55.07.01

中部 藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564 H29.04.01

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500 H21.04.01

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病院企業団 宮地　正彦 496 4 500 H27.08.01

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606 S57.10.15

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

岡　俊明 750 750 H22.05.01

管轄
保健
所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

運営開始
年月日

静岡市 静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

小西　靖彦 662 50 712
H27.03.31

（H25.07.01）

浜松市
社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

荻野　和功 816 104 20 940
H27.03.31

（H13.09.17）

１．特定機能病院

高度先端医療の提供を行なうとともに、その開発・評価及び研修を行なう病院として厚生労働大臣の承認を受けた病院。
大学病院本院及び国立がんセンター、国立循環器病センター、大阪府立成人病センターが承認されている。

２．救命救急センター設置病院

【救命救急センター】
急性心筋梗塞、脳卒中、頭部外傷など、重症及び複数の診療領域にわたるすべての重篤な患者に対し、24時間体制で高度な医療技術
を提供する三次救急医療施設

【高度救命救急センター】
救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を提供するものとして、広範囲熱傷や四肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対する救
急医療が提供される。

※運営開始年月日欄の（　　　）は、救命救急センターの運営開始年月日

東部

静岡市

西部

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

国際医療福祉大学熱海病院
〒4130012
静岡県熱海市東海岸町１３－１

学校法人国際医療福祉大学 池田　佳史 234 31 4 269

伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250

独立行政法人国立病院機構静岡
医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立病院機構 中野　浩 450 450

独立行政法人地域医療機能推進
機構三島総合病院

〒4110801
三島市谷田字藤久保２２７６

独立行政法人地域医療機能
推進機構

前田　正人 181 181

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

順天堂大学医学部附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380

富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市立
静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

掛川市・袋井市病院企業団立中
東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病院企業団 宮地　正彦 496 4 500

浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

浜松赤十字病院
〒4348533
浜松市浜北区小林１０８８－１

日本赤十字社 奥田　康一 312 312

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

荻野　和功 816 104 20 940

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

岡　俊明 750 750

管轄
保健
所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

静岡市 静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

小西　靖彦 662 50 712

３．災害拠点病院

【災害拠点病院】
災害時に多発する多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、重症
傷病者の受入れ機能を有するとともに、ＤＭＡＴ等の受入れ機能、広域搬送への対応機能、ＤＭＡＴの派遣機能等を有する病院

【基幹災害拠点病院】
地域災害拠点病院の機能をさらに強化し、研修機能を有する等、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす病院

熱海

東部

富士

静岡市

中部

西部

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

指定
年月日

公益社団法人地域医療振興
協会伊豆今井浜病院

〒4130503
賀茂郡河津町見高１７８

公益社団法人地域医療振
興協会

小田　和弘 100 100 Ｈ26.04.01

医療法人社団健育会西伊豆
健育会病院

〒4103514
賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２

医療法人社団健育会 仲田　和正 80 80 Ｈ24.02.29

東部 ＮＴＴ東日本伊豆病院
〒4190193
田方郡函南町平井７５０

東日本電信電話株式会社 安田　秀 150 46 196 Ｈ31.04.01

御殿場
社会医療法人青虎会フジ虎ノ
門整形外科病院

〒4120045
御殿場市川島田字中原１０６７
－１

社会医療法人青虎会 小川　裕 168 43 211 Ｈ30.04.01

静岡市 静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

小西　靖彦 662 50 712 Ｈ14.09.02

中部
社会医療法人駿甲会コミュニ
ティーホスピタル甲賀病院

〒4250088
焼津市大覚寺２丁目３０－１

社会医療法人駿甲会 甲賀　啓介 407 407 Ｒ03.04.01

独立行政法人国立病院機構
天竜病院

〒4348511
浜松市浜北区於呂４２０１－２

独立行政法人国立病院機
構

白井　正浩 258 50 8 316 Ｈ14.09.02

浜松市国民健康保険佐久間
病院

〒4313908
浜松市天竜区佐久間町中部１
８－５

浜松市 三枝　智宏 36 4 40 Ｈ14.09.02

４．へき地拠点病院

へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔診療支援等の実施可能な病院で、県の指定を受けた病院

賀茂

西部
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部 順天堂大学医学部附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

静岡市 静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

浜松市
社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

岡　俊明 750 750

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部 沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

富士 富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市立
静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

西部 磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

荻野　和功 816 104 20 940

５．周産期母子医療センター設置病院

【総合周産期母子医療センター】
高度な医療施設・スタッフを揃え、高度なハイリスク母体・胎児及び新生児の常時受入を行う、３次周産期医療機関としての病院

【地域周産期母子医療センター】
一次医療機関で対応できない比較的高度なハイリスク母体・胎児及び新生児の常時受入を行う,、２次周産期医療機関としての病
院

静岡市

中部

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部 静岡県立静岡がんセンター
〒4118777
駿東郡長泉町下長窪１００７

静岡県 上坂　克彦 615 615

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

静岡市 静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

小西　靖彦 662 50 712

中部 藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

西部 磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

浜松市 浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部 順天堂大学医学部附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

静岡市 静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市立
静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

荻野　和功 816 104 20 940

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉二丁目１２－１
２

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

岡　俊明 750 750

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

熱海 国際医療福祉大学熱海病院
〒4130012
熱海市東海岸町１３－１

学校法人国際医療福祉大学 池田　佳史 234 31 4 269

富士 富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

静岡市 静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部 静岡県立静岡がんセンター
〒4118777　　　　　　　　　　　　　　　
駿東郡長泉町下長窪１００７

静岡県 上坂　克彦 615 615

６．がん診療連携拠点病院

【都道府県がん診療連携拠点病院】
静岡県におけるがん診療の中心的な役割を担う病院

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】
同一医療圏の地域がん診療連携拠点病院の中で、診療実績が最も優れている病院

【地域がん診療連携拠点病院】
２次医療圏において質の高いがん診療を提供する病院

【地域がん診療病院】
拠点病院が空白の医療圏において、隣接圏域の拠点病院と連携し、高度ながん医療を提供する病院

【小児がん拠点病院】
地域における小児・AYA世代のがん医療及び支援を提供する中心的な病院

【がんゲノム医療中核拠点病院】
がんゲノム医療提供体制の中心的役割を担う病院

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

小西　靖彦 662 50 712

静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

荻野　和功 816 104 20 940

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

独立行政法人国立病院機構静岡
医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立病院機構 中野　浩 450 450

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

富士 富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445

西部
掛川市・袋井市病院企業団立中
東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１-１

掛川市・袋井市病院企業団 宮地　正彦 496 4 500

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

賀茂 下田メディカルセンター
〒4150026
下田市六丁目４-１０

一部事務組合下田メディカル
センター

伊藤　和幸 134 4 138

熱海 伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６-１

伊東市 川合　耕治 250 250

【がんゲノム医療連携病院】
がんゲノム医療中核拠点病院やがんゲノム医療拠点病院と連携してがんゲノム医療を提供する病院

【静岡県地域がん診療連携推進病院】
がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院とその同一医療圏で連携してがん診療に携わり、地域がん診療病院に準ずるがん
診療機能を有する病院

【がん相談支援センター設置病院】
賀茂医療圏及び熱海伊東医療圏に所在する病院のうち、がんの相談支援を行う機能を有する部門を設置する病院

静岡市

浜松市

東部

静岡市

中部
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部
順天堂大学医学部附属静岡病
院

〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

浜松市 浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大
学

松山　幸弘 576 37 613

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250

医療法人社団伊豆七海会熱海
所記念病院

〒4130022
熱海市昭和町２０－２０

医療法人社団伊豆七海会 金井　洋 144 144

国際医療福祉大学熱海病院
〒4130012
熱海市東海岸町１３－１

学校法人国際医療福祉大
学

池田　佳史 234 31 4 269

独立行政法人地域医療機能推
進機構三島総合病院

〒4110801
三島市谷田字藤久保２２７６

独立行政法人地域医療機
能推進機構

前田　正人 181 181

社会医療法人志仁会三島中央
病院

〒4110848
三島市緑町１－３

医療法人社団志仁会 関　伸二 111 85 196

独立行政法人国立病院機構静
岡医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立病院機
構

中野　浩 450 450

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380

共立蒲原総合病院
〒4213306
富士市中之郷２５００－１

共立蒲原総合病院組合 西ヶ谷　和之 175 92 267

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

小西　靖彦 662 50 712

静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市
立静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

社会医療法人駿甲会コミュニ
ティーホスピタル甲賀病院

〒4250088
焼津市大覚寺２丁目３０－１

社会医療法人駿甲会 甲賀　啓介 407 407

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445

菊川市立総合病院
〒4390022
菊川市東横地１６３２

菊川市 松本　有司 202 58 260

掛川市・袋井市病院企業団立中
東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病院企業団 宮地　正彦 496 4 500

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

７．肝疾患診療拠点病院

【静岡県肝疾患診療連携拠点病院】
県内の地域肝疾患診療連携拠点病院における肝疾患の治療水準の向上と均てん化を図り、静岡県内の肝疾患に関する医療
連携体制の構築を推進し、県民に対する情報提供や相談支援の充実を図ることを目的とした病院

【地域肝疾患診療連携拠点病院】
二次医療圏における、かかりつけ医と専門医療機関との連携による肝疾患診療体制の確保と診療の質の向上を図ることを目
的としている病院

熱海

東部

富士

静岡市

中部

西部
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

浜松赤十字病院
〒4348533
浜松市浜北区小林１０８８－１

日本赤十字社 奥田　康一 312 312

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

岡　俊明 750 750

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

荻野　和功 816 104 20 940

独立行政法人労働者健康安全
機構浜松労災病院

〒4308525
浜松市東区将監町２５

独立行政法人労働者健康
安全機構

鈴木　茂彦 312 312

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

静岡市 静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市
立静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

浜松市 浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

熱海 伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250

独立行政法人国立病院機構静
岡医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立病院機
構

中野　浩 450 450

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

順天堂大学医学部附属静岡病
院

〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380

富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

小西　靖彦 662 50 712

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部静岡県済生会

岡本　好史 581 581

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

市立湖西病院
〒4310431
湖西市鷲津２２５９－１

湖西市 大貫　義則 196 196

浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山一丁目２０
－１

国立大学法人浜松医科大
学

松山　幸弘 576 37 613

浜松赤十字病院
〒4348533
浜松市浜北区小林１０８８－１

日本赤十字社 奥田　康一 312 312

JA静岡厚生連　遠州病院
〒4300929
浜松市中区中央一丁目１－１

静岡県厚生農業共同組合
連合会

大石　強 340 60 400

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉二丁目１２－１
２

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

岡　俊明 750 750

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事
業団

荻野　和功 816 104 20 940

８．エイズ拠点病院

【エイズ中核拠点病院】
高度なエイズ診療を実施し、県内の拠点病院に対する研修事業及び情報提供等を担うために拠点病院の中から県が選定し
た病院

【エイズ拠点病院】
地域のエイズ患者の受け入れを中心となって担い、エイズに関する総合的な医療の提供が可能であることから県が選定した
病院

東部

富士

静岡市

中部

西部

浜松市
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管轄保
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症
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東部 静岡県立静岡がんセンター
〒4118777
駿東郡長泉町下長窪１００７

静岡県 上坂　克彦 615 615

静岡県立こころの医療センター
〒4200949
静岡市葵区与一４－１－１

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

村上　直人 280 280

静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県
立病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

浜松市
独立行政法人国立病院機構天
竜病院

〒4348511
浜松市浜北区於呂４２０１－２

独立行政法人国立病院機
構

白井　正浩 258 50 8 316

【エイズ診療協力病院】
合併症を有する患者の診療及び診療支援病院として、本県独自に協力を要請した専門病院

静岡市
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健所名
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感染
症
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浜松市 浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

東部
独立行政法人国立病院機構静岡
医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立病院機構 中野　浩 450 450

富士 富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520

静岡市
独立行政法人国立病院機構静岡
てんかん・神経医療センター

〒4200953
静岡市葵区漆山８８６

独立行政法人国立病院機構 髙橋　幸利 406 406

管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

下田メディカルセンター
〒4150026
下田市六丁目４－１０

一部事務組合下田メディカル
センター

伊藤　和幸 134 4 138

公益社団法人地域医療振興協会
伊豆今井浜病院

〒4130503
賀茂郡河津町見高１７８

公益社団法人地域医療振興
協会

小田　和弘 100 100

伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250

国際医療福祉大学熱海病院
〒4130012
熱海市東海岸町１３－１

学校法人国際医療福祉大学 池田　佳史 234 31 4 269

独立行政法人地域医療機能推進
機構三島総合病院

〒4110801
三島市谷田字藤久保２２７６

独立行政法人地域医療機能
推進機構

前田　正人 181 181

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387

農協共済中伊豆リハビリテーショ
ンセンター

〒4102507
伊豆市冷川１５２３－１０８

社会福祉法人農協共済中伊
豆リハビリテーションセンター

檜前　薫 140 140

順天堂大学医学部附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380

共立蒲原総合病院
〒4213306
富士市中之郷２５００－１

共立蒲原総合病院組合 西ヶ谷　和之 175 92 267

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463

JA静岡厚生連清水厚生病院
〒4240114
静岡市清水区庵原町５７８－１

静岡県厚生農業協同組合連
合会

西村　明人 154 154

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

小西　靖彦 662 50 712

静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人静岡市立
静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部静岡県済生会

岡田　好史 581 581

ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院
〒4200005
静岡市葵区北番町２３

静岡県厚生農業協同組合連
合会

水野　伸一 213 52 265

静岡徳洲会病院
〒4210193
静岡市駿河区下川原南１１－１

医療法人徳洲会 山之上 弘樹 403 96 499

９．難病診療連携拠点病院・難病医療協力病院

【拠点病院】
早期診断・早期治療推進のための本県の拠点となる病院で、地域の医療機関からの要請に応じ高度の医療を要する難病患者等の
受入れを行うとともに、必要に応じて協力病院等に患者の受入れ等を要請し、また地域の医療機関や難病患者が入所している福祉
施設等からの要請に応じて指導・助言を行う病院

【分野別拠点病院】
専門分野における、複数の保健医療圏にかかる早期診断・早期治療推進のための拠点となる病院

【協力病院】
難病患者に対し適時・適切な入院施設の確保等が行えるよう、地域の医療機関の連携による難病医療体制の整備を図るための難
病医療ネットワークを構成する病院

賀茂

熱海

東部

富士

静岡市
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健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
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焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445

榛原総合病院
〒4210421
牧之原市細江２８８７－１

榛原総合病院組合 森田　信敏 355 42 53 450

掛川市・袋井市病院企業団立中
東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病院企業団 宮地　正彦 496 4 500

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500

市立御前崎総合病院
〒4371696
御前崎市池新田２０６０

御前崎市 鈴木　基裕 145 54 199

独立行政法人国立病院機構天竜
病院

〒4348511
浜松市浜北区於呂４２０１－２

独立行政法人国立病院機構 白井　正浩 258 50 8 316

浜松市国民健康保険佐久間病院
〒4313908
浜松市天竜区佐久間町中部１８－
５

浜松市 三枝　智宏 36 4 40

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

岡　俊明 750 750

社会福祉法人聖隷福祉事業団総
合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷福祉事業
団

荻野　和功 816 104 20 940

浜松赤十字病院
〒4348533
浜松市浜北区小林１０８８－１

日本赤十字社 奥田　康一 312 312

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

独立行政法人労働者健康安全機
構浜松労災病院

〒4308525
浜松市東区将監町２５

独立行政法人労働者健康安
全機構

鈴木　茂彦 312 312

医療法人社団松愛会松田病院
〒4328061
浜松市西区入野町７５３

医療法人社団松愛会 松田　聡 60 60

中部

西部

浜松市
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熱海 国際医療福祉大学熱海病院
〒4130012
静岡県熱海市東海岸町１３－１

学校法人国際医療福祉大学 池田　佳史 234 31 4 269

東部 順天堂大学医学部附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

小西　靖彦 662 50 712

静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人静岡県立
病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部静岡県済生会

岡田　好史 581 581

浜松医科大学医学部附属病院
〒4313192
浜松市東区半田山１－２０－１

国立大学法人浜松医科大学 松山　幸弘 576 37 613

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606

１０．静岡県アレルギー疾患医療拠点病院

【静岡県アレルギー疾患医療拠点病院】
地域におけるアレルギー疾患医療の提供や、県民に対する情報提供、医療従事者の知識及び技術の向上などを図ることを目的と
した病院。

静岡市

浜松市
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指定日

賀茂
医療法人社団辰五会ふれあい
南伊豆ホスピタル

〒4150151
賀茂郡南伊豆町青市８４８

医療法人社団辰五
会

望月　博 248 248 H28.12.01

熱海 伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250 H29.02.01

ＮＴＴ東日本伊豆病院
〒4190193
田方郡函南町平井７５０

東日本電信電話株
式会社

安田　秀 150 46 196 H22.10.01

独立行政法人国立病院機構静
岡医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立
病院機構

中野　浩 450 450 H29.04.01

ふれあい沼津ホスピタル
〒4100866
沼津市市道町８－６

医療法人社団静岡
康心会

加藤　政利 293 293 H29.10.01

公益財団法人復康会鷹岡病院
〒4190205
富士市天間１５８５

公益財団法人復康
会

高木　啓 151 151 H25.10.01

東静脳神経センター（※診療
所）

〒4180026
富士宮市西小泉町１４－９

医療法人社団一蹴
会

土居　一丞 H29.11.01

独立行政法人国立病院機構静
岡てんかん・神経医療センター

〒4200953
静岡市葵区漆山８８６

独立行政法人国立
病院機構

髙橋　幸利 406 406 H26.02.01

溝口病院
〒4200813
静岡市葵区長沼６４７

医療法人社団リラ 寺田　修 236 236 H27.10.01

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463 H28.10.01

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471 H29.04.01

医療法人社団峻凌会やきつべ
の径診療所（※診療所）

〒4250014
焼津市中里１６２

医療法人社団峻凌
会

夏苅　直己 19 19 H29.06.01

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病
院企業団

宮地　正彦 496 4 500 H24.01.01

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500 H29.02.01

浜松市
社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷
福祉事業団

荻野　和功 816 104 20 940 H25.07.22

１１．認知症疾患医療センター設置医療機関

認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療（一部で実施可）、専門医療相談等ができる専門医
療機関

東部

富士

静岡市

中部

西部
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管轄保
健所名

施設名称 所在地 開設者 管理者 一般 療養 精神 結核
感染
症

病床数
計

承認
年月日

熱海 伊東市民病院
〒4140055
伊東市岡１９６－１

伊東市 川合　耕治 250 250 H30.9.5

沼津市立病院
〒4100302
沼津市東椎路字春ノ木５５０

沼津市 伊藤　浩嗣 387 387 H20.07.08

独立行政法人国立病院機構静
岡医療センター

〒4118611
駿東郡清水町長沢７６２－１

独立行政法人国立
病院機構

中野　浩 450 450 H23.09.29

順天堂医科大学附属静岡病院
〒4102295
伊豆の国市長岡１１２９

学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 577 R2.1.7

富士市立中央病院
〒4178567
富士市高島町５０

富士市 児島　章 504 10 6 520 H29.08.29

富士宮市立病院
〒4180076
富士宮市錦町３－１

富士宮市 佐藤　洋 380 380 H23.09.29

静岡市立静岡病院
〒4200853
静岡市葵区追手町１０－９３

地方独立行政法人
静岡市立静岡病院

小野寺　知哉 500 6 506 H18.09.21

静岡県立こども病院
〒4200953
静岡市葵区漆山８６０

地方独立行政法人
静岡県立病院機構

坂本　喜三郎 243 36 279 H21.04.01

静岡県立総合病院
〒4200881
静岡市葵区北安東４－２７－１

地方独立行政法人
静岡県立病院機構

小西　靖彦 662 50 712 H21.04.01

静岡赤十字病院
〒4200853
静岡市葵区追手町８－２

日本赤十字社 小川　潤 465 465 H22.09.16

静岡済生会総合病院
〒4228021
静岡市駿河区小鹿１－１－１

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部静
岡県済生会

岡田　好史 581 581 H22.09.16

静岡市立清水病院
〒4240911
静岡市清水区宮加三１２３１

静岡市 上牧　務 463 463 H23.09.29

焼津市立総合病院
〒4250055
焼津市道原１０００

焼津市 関　常司 471 471 H22.09.14

藤枝市立総合病院
〒4260077
藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝市 毛利　博 564 564 H22.09.14

島田市立総合医療センター
〒4270007
島田市野田１２００－５

島田市 青山　武 435 4 6 445 H23.09.29

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター

〒4368555
掛川市菖蒲ヶ池１－１

掛川市・袋井市病
院企業団

宮地　正彦 496 4 500 H28.08.15

磐田市立総合病院
〒4388550
磐田市大久保５１２－３

磐田市 鈴木　昌八 498 2 500 H23.09.29

浜松医療センター
〒4328580
浜松市中区富塚町３２８

浜松市 海野　直樹 600 6 606 H13.02.23

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷浜松病院

〒4308558
浜松市中区住吉２－１２－１２

社会福祉法人聖隷
福祉事業団

岡　俊明 750 750 H16.06.29

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

〒4338558
浜松市北区三方原町３４５３

社会福祉法人聖隷
福祉事業団

荻野　和功 816 104 20 940 H16.06.29

浜松赤十字病院
〒4348533
浜松市浜北区小林１０８８－１

日本赤十字社 奥田　康一 312 312 H21.09.17

独立行政法人労働者健康安全
機構浜松労災病院

〒4308525
浜松市東区将監町２５

独立行政法人労働
者健康安全機構

鈴木　茂彦 312 312 H22.09.17

JA静岡厚生連　遠州病院
〒4300929
浜松市中区中央一丁目１-１

静岡県厚生農業協
同組合連合会

大石　強 340 60 400 H24.09.10

１２．地域医療支援病院

地域の病院、診療所を後方支援し、医療機関の機能の役割分担と連携を担う病院として都道府県知事の承認を受けた病院

東部

富士

静岡市

中部

西部

浜松市
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管轄保
健所名

施設名称 郵便番号 所在地 開設者 管理者 病床数 機能種別

医療法人社団健育会熱川温泉
病院

413-0304 賀茂郡東伊豆町白田４２４ 医療法人社団健育会 田所　康之 199 慢性期、リハ

医療法人社団健育会西伊豆健
育会病院

410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２ 医療法人社団健育会 仲田　和正 80 一般１

熱海 伊東市民病院 414-0055 伊東市岡１９６－１ 伊東市 川合　耕治 250 一般２

独立行政法人国立病院機構静
岡医療センター

411-8611 駿東郡清水町長沢７６２－１
独立行政法人国立病
院機構

中野　浩 450 一般２

静岡県立静岡がんセンター 411-8777 駿東郡長泉町下長窪１００７ 静岡県 上坂　克彦 615 一般３

公益財団法人復康会沼津中央
病院

410-8575 沼津市中瀬町２４－１ 公益財団法人復康会 杉山　直也 270 精神

沼津市立病院 410-0302 沼津市東椎路字春ノ木５５０ 沼津市 伊藤　浩嗣 387 一般２

社会医療法人志仁会三島中央
病院

411-0848 三島市緑町１－３ 社会医療法人志仁会 関　伸二 196 一般２

順天堂大学医学部附属静岡病
院

410-2295 伊豆の国市長岡１１２９ 学校法人順天堂 佐藤　浩一 577 一般２

ＮＴＴ東日本伊豆病院 419-0193 田方郡函南町平井７５０
東日本電信電話株式
会社

安田　秀 196 リハ

御殿場
一般財団法人神山復生会神山
復生病院

412-0033 御殿場市神山１０９
一般財団法人神山復
生会

江藤　秀顕 20 緩和

富士宮市立病院 418-0076 富士宮市錦町３－１ 富士宮市 佐藤　洋 380 一般２

富士市立中央病院 417-8567 富士市高島町５０ 富士市 児島　章 520 一般２

医療法人社団秀峰会川村病院 416-0907 富士市中島３２７ 医療法人社団秀峰会 川村　武 76 一般１

医療法人財団百葉の会湖山リ
ハビリテーション病院

417-0801 富士市大渕４０５－２５
医療法人財団百葉の
会

諸岡　暁 208 慢性期、リハ

静岡県立こころの医療センター 420-0949 静岡市葵区与一４－１－１
地方独立行政法人静
岡県立病院機構

村上　直人 280 精神

静岡県立こども病院 420-0953 静岡市葵区漆山８６０
地方独立行政法人静
岡県立病院機構

坂本　喜三郎 279 一般２、精神

静岡県立総合病院 420-0881 静岡市葵区北安東４－２７－１
地方独立行政法人静
岡県立病院機構

小西　靖彦 712 一般２

静岡市立静岡病院 420-0853 静岡市葵区追手町１０－９３
地方独立行政法人静
岡市立静岡病院

小野寺　知哉 506 一般２

静岡市立清水病院 424-0911 静岡市清水区宮加三１２３１ 静岡市 上牧　務 463 一般２

静岡赤十字病院 420-0853 静岡市葵区追手町８－２ 日本赤十字社 小川　潤 465 一般２

静岡済生会総合病院 422-8021 静岡市駿河区小鹿１－１－１
社会福祉法人恩賜財
団済生会支部静岡県
済生会

岡田　好史 581 一般２

静清リハビリテーション病院 420-0823 静岡市葵区春日２－１２－２５
医療法人社団アール
アンドオー

野田　幸男 250 リハ

静岡リウマチ整形外科リハビリ
病院

420-0821 静岡市葵区柚木９０－１
医療法人社団アール
アンドオー

田中　泰弘 88 リハ

静岡徳洲会病院 421-0193 静岡市駿河区下川原南１１－１ 医療法人徳洲会 山之上 弘樹 499 一般２

１３．病院機能評価認定病院
　　　医療の質の一層の向上を図るために、第三者機関の立場から病院の質と機能を評価するもので、（財）日本医療機能評価機構
が実施し認定を行っている。　(令和４年５月６日現在)

賀茂

富士

東部

静岡市
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管轄保
健所名

施設名称 郵便番号 所在地 開設者 管理者 病床数 機能種別

焼津市立総合病院 425-0055 焼津市道原１０００ 焼津市 関　常司 471 一般２

藤枝市立総合病院 426-0077 藤枝市駿河台４－１－１１ 藤枝市 毛利　博 564 一般２

榛原総合病院 421-0421 牧之原市細江２８８７－１ 榛原総合病院組合 森田　信敏 450 一般２

岡本石井病院 425-0031 焼津市小川新町５－２－３ 医療法人社団正心会 平田　健雄 197 慢性期

社会医療法人駿甲会コミュニ
ティーホスピタル甲賀病院

425-0088 焼津市大覚寺２丁目３０－１ 社会医療法人駿甲会 甲賀　啓介 407 一般２、リハ

医療法人社団平成会藤枝平成
記念病院

426-0074 藤枝市水上１２３－１ 医療法人社団平成会 平井　達夫 199 一般１

医療法人社団凛和会藤枝駿府
病院

426-0033 藤枝市小石川町２－９－１８ 医療法人社団凛和会 田中　賢司 170 精神

磐田市立総合病院 438-8550 磐田市大久保５１２－３ 磐田市 鈴木　昌八 500 一般２

掛川市・袋井市病院企業団立中
東遠総合医療センター

436-8555 掛川市菖蒲ヶ池１－１
掛川市・袋井市病院企
業団

宮地　正彦 500 一般２

袋井市立聖隷袋井市民病院 437-0061 袋井市久能２５１５－１ 袋井市 宮本　恒彦 150 一般１、リハ

市立御前崎総合病院 437-1696 御前崎市池新田２０６０ 御前崎市 鈴木　基裕 199
一般１、リハ、慢
性期

医療法人弘遠会すずかけヘル
スケアホスピタル

438-0043 磐田市大原２０４２－４ 医療法人弘遠会 久野　智彦 160 リハ、慢性期

独立行政法人労働者健康安全
機構浜松労災病院

430-8525 浜松市東区将監町２５
独立行政法人労働者
健康安全機構

鈴木　茂彦 312 一般２

浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 浜松市東区半田山一丁目２０－１
国立大学法人浜松医
科大学

松山　幸弘 613 一般３

浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町３２８ 浜松市 海野　直樹 606 一般２

浜松市リハビリテーション病院 433-8511 浜松市中区和合北一丁目６－１ 浜松市 藤島　一郎 225 リハ、一般１

浜松赤十字病院 434-8533 浜松市浜北区小林１０８８－１ 日本赤十字社 奥田　康一 312 一般２

JA静岡厚生連　遠州病院 430-0929 浜松市中区中央一丁目１－１
静岡県厚生農業協同
組合連合会

大石　強 400 一般２

三方原病院 432-8063 浜松市南区小沢渡町２１９５－２ 医療法人好生会 浅井　信成 278 精神

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷浜松病院

430-8558 浜松市中区住吉２－１２－１２
社会福祉法人聖隷福
祉事業団

岡　俊明 750 一般２

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

433-8558 浜松市北区三方原町３４５３
社会福祉法人聖隷福
祉事業団

荻野　和功 940 一般２、緩和

管轄保
健所名

施設名称 郵便番号 所在地 開設者 管理者
特定病床

の種別と数
許可年月日

賀茂
医療法人社団健育会西伊豆健
育会病院

410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２ 医療法人社団健育会 仲田　和正
コロナ
一般２

R3.9.1

中部
医療法人社団聖稜会聖稜リハ
ビリテーション病院

426-0133 藤枝市宮原６７６－１ 医療法人社団聖稜会 宮津　巌
リハビリ

125
H6.12.22

浜松市
社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院

433-8558 浜松市北区三方原町３４５３
社会福祉法人聖隷福
祉事業団

荻野　和功
コロナ
一般６

R3.4.19

１４．特定の病床の特例に係る許可病院

西部

中部

浜松市
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管　轄
保健所

基幹型臨床研修病院
〔基幹型相当大学病院〕

郵便番号　所在地 指定年月日

伊東市民病院 〒4140055 伊東市岡１９６－１ H15.11.19

国際医療福祉大学熱海病院 〒4130012 熱海市東海岸町１３－１ H15.10.27

独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 〒4118611 駿東郡清水町長沢７６２－１ H15.10.27

沼津市立病院 〒4100302 沼津市東椎路字春ノ木５５０ H16.3.31

順天堂大学医学部附属静岡病院 〒4102295 伊豆の国市長岡１１２９ ―

富士宮市立病院 〒4180076 富士宮市錦町３－１ H16.3.31

富士市立中央病院 〒4178567 富士市高島町５０ H3.4.1

静岡県立総合病院 〒4200881 静岡市葵区北安東４－２７－１ H15.10.27

静岡市立静岡病院 〒4200853 静岡市葵区追手町１０－９３ H15.10.30

静岡市立清水病院 〒4240911 静岡市清水区宮加三１２３１ H15.10.27

静岡赤十字病院 〒4200853 静岡市葵区追手町８－２ H15.10.27

静岡済生会総合病院 〒4228021 静岡市駿河区小鹿１－１－１ H15.9.1

島田市立総合医療センター 〒4270007 島田市野田１２００－５ H16.3.31

焼津市立総合病院 〒4250055 焼津市道原１０００ H15.10.27

藤枝市立総合病院 〒4260077 藤枝市駿河台４－１－１１ H16.3.31

磐田市立総合病院 〒4388550 磐田市大久保５１２－３ H15.10.30

掛川市･袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 〒4368555 掛川市菖蒲ヶ池１－１ H16.3.31

独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院 〒4308525 浜松市東区将監町２５ H15.10.30

浜松医科大学医学部附属病院 〒4313192 浜松市東区半田山一丁目２０－１ ―

浜松医療センター 〒4328580 浜松市中区富塚町３２８ H15.10.27

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 〒4308558 浜松市中区住吉二丁目１２－１２ H15.10.30

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 〒4338558 浜松市北区三方原町３４５３ H16.3.31

ＪＡ静岡厚生連遠州病院 〒4300929 浜松市中区中央一丁目１－１ H15.10.30

浜松赤十字病院 〒4348533 浜松市浜北区小林１０８８－１ H21.9.24

管　轄
保健所

施設名称 郵便番号　所在地 指定年月日

磐田市立総合病院 〒4388550 磐田市大久保５１２－３ H18.10.11

すずき歯科医院 〒4370023 袋井市高尾１７８０ H21.8.19

掛川市･袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 〒4368555 掛川市菖蒲ヶ池１－１ H28.9.6

浜松医科大学医学部附属病院 〒4313192 浜松市東区半田山一丁目２０－１ －

浜松医療センター 〒4328580 浜松市中区富塚町３２８ H13.4.1

１５．医師・歯科医臨床研修病院

【医師臨床研修施設】

【歯科医師臨床研修施設】

熱海

東部

富士

静岡市

中部

西部

西部

浜松市

浜松市
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Ⅳ　保健所一覧

支所等

 〒 415-0016  〈0558〉  下田市・賀茂郡東伊豆町・河津町・南伊豆町

 下田市中 531-1   24-2052  賀茂郡松崎町・西伊豆町

 〒 410-3696  〈080〉

 賀茂郡松崎町宮内301-1   1560-5446

 〒 413-0016  〈0557〉  熱海市・伊東市

 熱海市水口町 13-15   82-9107

 〒 410-8543  〈055 〉  沼津市・三島市・裾野市・伊豆の国市

 沼津市高島本町 1-3  920-2076  田方郡函南町・駿東郡清水町・長泉町

 〒 410-2413  〈0558〉  伊豆市

 伊豆市小立野66‐1   72-2310

 〒 412-0039  〈0550〉  御殿場市・駿東郡小山町

 御殿場市竈1113   82-1224

 〒 416-0906  〈0545〉  富士市、富士宮市

 富士市本市場441-1   65-2659

 〒 420-0846  〈054 〉  静岡市葵区・駿河区

 静岡市葵区城東町24－1  249-3157

 〒 424-8701  〈054 〉  静岡市清水区

 静岡市清水区旭町6－8  354-2214

 〒 426-0075  〈054 〉  島田市・焼津市・藤枝市･榛原郡川根本町

 藤枝市瀬戸新屋362-1  644-9273

 〒 421-0422  〈0548〉  牧之原市・榛原郡吉田町

 牧之原市静波447-1   22-1151

 〒 438-8622  〈0538〉  磐田市・袋井市・周智郡森町

 磐田市見付3599-4   37-2550

 〒 436-0073  〈0537〉  掛川市・御前崎市・菊川市

 掛川市金城93   22-3263

 〒 431-0442  〈053〉  湖西市

 湖西市古見1044  401-0155

 〒 432-8550  〈053〉  浜松市中区・東区・西区・南区

 浜松市中区鴨江２丁目11-2  453-6135

 〒 434-8550  〈053〉  浜松市北区・浜北区・天竜区

 浜松市浜北区貴布祢3000   585-1172

保健所名
担当課 所    在    地 電  話 管    轄    地    域

賀　茂 地域医療課

松　崎
（毎週火曜）

熱 海 総務課

東 部 地域医療課

修善寺

御殿場 医療健康課

富 士 医療健康課

静岡市 生活衛生課

清　水

中　部 地域医療課

榛  原

西　部 地域医療課

掛  川

浜　名

浜松市 保健総務課

浜北
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静岡県病院名簿（令和４年４月１日）

発行者 静岡県健康福祉部医療局医療政策課

住 所 静岡市葵区追手町9番6号

電 話 054-221-2417,2418


