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《利用上の注意》

１ 診療所の定義

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であっ

て、患者を入院させるための施設を有しないもの又は 19 人以下の患者を入院させるた

めの施設を有するもの。

２ 開設主体の分類及び略称表記

（１）国等

厚生労働省・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【国】

法務省・防衛省・静岡刑務所・独立行政法人国立印刷局・国立大学法人・・【国他】

（２）公的医療機関

静岡県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【県】

静岡県内の市町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【市町】

日本赤十字社静岡県支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【日赤】

社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会・・・・・・・・・・・・・【済生会】

静岡県厚生農業協同組合連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【厚生連】

（３）その他

公益社団法人、公益財団法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【公益】

一般社団法人、一般財団法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【一般】

医療法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【医療】

株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【会社】

上記以外の法人(学校法人、社会福祉法人等）・・・・・・・・・・・・・・【他】

個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【個人】

３ 施設の掲載順序

第１順位 保健所

（賀茂、熱海、東部、御殿場、富士、静岡市、中部、西部、浜松市の順）

第２順位 開設種別（２「開設主体の分類及び略称表記」の順）

第３順位 市町（市、町の順）

第４順位 施設の名称（５０音順）



４ 診療科目の略称表記

＜平成 20 年 4 月 1 日以降追加の診療科目＞

診療科目名 略称 診療科目名 略称 診療科目名 略称

内科 内 整形外科 整 産科 産

心療内科 心内 形成外科 形 婦人科 婦

精神科 精 美容外科 美 眼科 眼

神経科 神 脳神経外科 脳神外 耳鼻いんこう科 耳

神経内科 神内 呼吸器外科 呼外 気管食道科 気

呼吸器科 呼 心臓血管外科 心外 リハビリテーション科 リハ

消化器科 消 小児外科 小外 放射線科 放

胃腸科 胃 皮膚泌尿器科 皮ひ 麻酔科 麻

循環器科 循 皮膚科 皮 歯科 歯

アレルギー科 アレ 泌尿器科 ひ 矯正歯科 矯歯

リウマチ科 リウ 性病科 性 小児歯科 小歯

小児科 小 こう門科 こう 歯科口腔外科 歯外

外科 外 産婦人科 産婦

診療科目名 略称 診療科目名 略称 診療科目名 略称

呼吸器内科 呼内 不妊治療・女性内科 不妊・女内 血液・腫瘍内科 血・腫内

循環器内科 循内 性感染症内科 性内 糖尿病・代謝内科 糖・代内

消化器内科 消内 内視鏡内科 鏡内 糖尿病内科（代謝内
科）

糖 内 （ 代
内）

心臓血管内科 心血内 人工透析内科 透内 糖尿病・内分泌・代謝
内科

糖・内秘・
代内

心臓内科 心臓内 疼痛緩和内科 疼内 内分泌・代謝内科 内泌・代内

肝臓内科 肝内 緩和ケア内科 緩内 代謝・内分秘内科 代・内泌内

血液内科 血内 ペインクリニック内科 ペ内 腎臓内科(人工透析) 腎内(透)

気管食道内科 気食内 アレルギー疾患内科 アレ疾内 糖尿病・内分泌内科 糖・内泌内

胃腸内科 胃内 内科(ペインクリニック) 内(ぺ) 腎臓・糖尿病内科 腎・糖内

腫瘍内科 腫内 内科（呼吸器） 内（呼） 糖尿病脂質代謝内科 糖脂代内

乳腺内科 乳内 内科(循環器) 内(循) 肛門心療内科 肛・心内

糖尿病内科 糖内 内科（消化器） 内（消） 小児腎臓内科 小腎内

代謝内科 代内 内科(薬物療法) 内(薬) 小児心療内科 小心内

内分泌内科 内泌内 内科(人工透析) 内(透) 小児神経内科 小神内

脂質代謝内科 脂代内 内科(糖尿病) 内(糖) 呼吸器感染症・アレル
ギー疾患内科

呼感・アレ
疾内

腎臓内科 腎内 内科(血液) 内(血) 内科（内視鏡） 内（鏡）

透析内科 透内 内科(膵臓・糖尿病) 内(膵・糖) 呼吸器・アレルギー科 呼・アレ

脳神経内科 脳神内 消化器内科（内視鏡） 消内（鏡） 小児アレルギー科 小アレ

感染症内科 感内 消化器・内視鏡内科 消・鏡内 アレルギー・リウマチ科 アレ・リウ

漢方内科 漢内 消化器・肝臓内科 消・肝内 血液・リウマチ科 血・リウ

老年内科 老内
消 化 器 腫 瘍 内 科
(化学療法・緩和ケア)

消 腫 内
(化・緩) 感染症・リウマチ科 感・リウ

新生児内科 新内 肛門内科 肛内 内科・リウマチ科 内・リウ

女性内科 女内 胃腸・肛門内科 胃・肛内 小児科（新生児） 小(新)

女性心療内科 女心内 胃腸・大腸内視鏡内科 胃 ・ 大 腸
鏡内 新生児小児科 新小

女性漢方内科 女漢内 大腸・肛門内科 大腸・肛内 消化器外科 消外



診療科目名 略称 診療科目名 略称

循環器外科 循外 泌尿器科(不妊治療) ひ(不妊)

乳腺外科 乳外 泌尿器科(人工透析) ひ(透)

気管食道外科 気食外 人工透析・泌尿器科 透・ひ

肛門外科 肛外 腎臓・泌尿器科 腎・ひ

移植外科 移外 小児泌尿器科 小ひ

頭頸部外科 頭頸外 感染症泌尿器科 感ひ
肝 臓 ・胆 の う ・ 膵 臓
外科

肝・胆・膵
外 産婦人科(生殖医療) 産婦(生殖)

食道外科 食外 婦人科(生殖医療) 婦(生殖)

胃腸外科 胃外 婦人科(不妊治療) 婦(不妊)

大腸外科 大腸外 不妊治療・婦人科 不妊・婦

胃腸・大腸・肛門外科
胃・大腸・
肛外

産婦人科（不妊治療） 産婦（不妊）

大腸・肛門外科 大腸・肛外 小児眼科 小眼

内分泌外科 内泌外 小児耳鼻いんこう科 小耳

血管外科 血管外 頭頸部・耳鼻いんこう科 頭頸・耳

内視鏡外科 鏡外 気管食道・耳鼻いんこう科 気食・耳

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ外科 ぺ外 腫瘍精神科 腫精

外科（消化器） 外(消) 児童精神科 児精

外科（乳腺） 外(乳) 老年精神科 老精

外科(内視鏡) 外(鏡) 漢方精神科 漢精

外科（消化器内視鏡） 外（消鏡） 高齢者精神科 高精
外科（胃腸・大腸・肛
門）

外 （ 胃 ・
大・肛） 女性精神科 女精

腫瘍外科 腫外 小児神経科 小神

消化器腫瘍外科 消腫外 放射線診断料 放診

胃腸・肛門外科 胃・肛外 放射線治療料 放治

内視鏡外科 (胃 腸 ・
大腸)

鏡外(胃・
大腸) 放射線画像診断科 放画診

胸部外科 胸外 腫瘍放射線科 腫放

生殖医療外科 殖医外 病理診断科 病診

緩和ケア外科 緩外 臨床検査科 臨検

脳外科 脳外 救急科 救

腎臓外科 腎外 小児救急科 小救

人工透析外科 透外 小児矯正歯科 小矯歯

外科（消化器・乳腺） 外（消・乳）

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ整形外科 ペ整

心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 心臓リハ

小児皮膚科 小皮

美容皮膚科 美皮

漢方皮膚科 漢皮

小児・美容・漢方皮膚科 小・美・漢皮

美容漢方皮膚科 美漢皮

女性漢方皮膚科 女漢皮

頭部皮膚科 頭皮

皮膚科・皮膚腫瘍科 皮・皮腫
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