
緩和ケア研修会修了医師の所属医療機関
※

一覧（R2.4.1時点）

保健所 名称 所在地

賀茂 いなずさ診療所 下田市箕作字横世ノ米385-４

賀茂 伊豆南クリニック 下田市中536-１

賀茂 しらはまクリニック 下田市白浜1582－２

賀茂 伊豆今井浜病院 賀茂郡河津町見高178

賀茂 鈴木医院 賀茂郡河津町谷津295-５

賀茂 佐藤医院 賀茂郡河津町浜183-５

賀茂 西伊豆病院 賀茂郡西伊豆町仁科字南耕地138-２

賀茂 田子診療所 賀茂郡西伊豆町田子1603-24

賀茂 西伊豆健育会病院 賀茂郡西伊豆町仁科138-２

熱海 国際医療福祉大学熱海病院 熱海市東海岸町13-１

熱海 河西内科循環器科クリニック 熱海市中央町17-15

熱海 服部医院 熱海市網代462-８

熱海 梅園ヘルスケアクリニック 熱海市梅園町15-12

熱海 熱海所記念病院 熱海市昭和町20-20

熱海 熱海よしはらクリニック 熱海市田原本町９-１

熱海 伊東市民病院 伊東市岡196-１

熱海 メディカルはば伊豆高原 伊東市富戸1317-4117

熱海 伊豆高原クリニック 伊東市八幡野989-89

熱海 横山医院 伊東市和田１-４-20

熱海 中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘クリニック 伊東市岡1349-３

東部 沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木550

東部 聖隷沼津病院 沼津市本字松下七反田902-６

東部 西島病院 沼津市大岡2835-７

東部 東医院 沼津市高沢町６-８

東部 田沢医院 沼津市大手町３-７-１

東部 萩野クリニック 沼津市根古屋307-１

東部 さわだ・メディカル・クリニック 沼津市西沢田325-１

東部 白石医院 沼津市市道町12-25

東部 羽切医院 沼津市西椎路字南川138-１

東部 松原医院 沼津市白銀町４-３

東部 三島耳鼻咽喉科クリニック 沼津市下香貫樋ノ口1706-１

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。
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東部 永野医院 沼津市大岡1401-１

東部 べっく・メディカル・クリニック 沼津市西沢田338-１

東部 岡田医院 沼津市新宿町４-１

東部 手塚クリニック 沼津市西浦木負767番地の14

東部 きせがわ病院 沼津市大岡1155

東部 三島総合病院 三島市谷田字藤久保2276

東部 三島共立病院 三島市八反畑120-７

東部 いづの里クリニック 三島市松本294-３

東部 川島胃腸科外科クリニック 三島市松本４-６

東部 小山消化器・内科 三島市長伏226-１

東部 田内内科医院 三島市東本町１-16-30

東部 石井内科 三島市東本町２-１-95

東部 たけなか三島東町クリニック 三島市東町１-21

東部 ちゅらゆりクリニック 三島市文教町１-２-14いちょうHOUSE１号室

東部 おのえクリニック 三島市本町１-42

東部 みしま岡クリニック 三島市一番町13-11

東部 裾野赤十字病院 裾野市佐野713

東部 岡クリニック 裾野市二ツ家字広町140-１

東部 裾野第一クリ二ック　 裾野市公文名303-７

東部 清水館医院 裾野市茶畑1365-２

東部 田中クリニック 裾野市伊豆島田810-７

東部 遠藤医院 裾野市葛山中里692-７

東部 高桑医院岩波診療所 裾野市岩波92

東部 新井内科クリニック 裾野市久根537-２

東部 伊豆保健医療センター 伊豆の国市田京270-１

東部 順天堂大学医学部附属静岡病院 伊豆の国市長岡1129

東部 エムオーエー奥熱海クリニック 伊豆の国市浮橋1606-１

東部 韮山医院 伊豆の国市四日町377-１

東部 河野内科医院 伊豆の国市南條766-１

東部 古奈温泉クリニック 伊豆の国市古奈1112

東部 花の丘診療所 伊豆の国市奈古谷1334-４

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。
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東部 伊豆韮山温泉病院 伊豆の国市中條234

東部 静岡医療センター 駿東郡清水町長沢762-１

東部 遠藤クリニック 駿東郡清水町久米田159-４

東部 静岡県立静岡がんセンター 駿東郡長泉町下長窪1007

御殿場 富士病院 御殿場市新橋1784

御殿場 神山復生病院 御殿場市神山109

御殿場 御殿場かいせい病院 御殿場市大坂57-８

御殿場 国立駿河診療所 御殿場市神山1915

富士 静岡富士病院 富士宮市上井出814

富士 富士宮市立病院 富士宮市錦町３-１

富士 佐野記念クリニック 富士宮市宮町13-30

富士 富士宮中央クリニック 富士宮市宮原88-６

富士 指出泌尿器科 富士宮市朝日町９－５

富士 共立蒲原総合病院 富士市中之郷2500-１

富士 富士市立中央病院 富士市高島町50

富士 聖隷富士病院 富士市南町３-１

富士 川村病院 富士市中島327

富士 湖山リハビリテーション病院 富士市大渕405-25

富士 小松クリニック 富士市伝法1989-66

富士 武田ハートクリニック 富士市宮島88-10

富士 宮﨑クリニック 富士市松岡300-15

富士 トータルファミリーケア北西医院 富士市本市場148-１

富士 新富士病院 富士市大渕3900

富士 するがホームクリニック 富士市依田橋町11-９

静岡市 静岡県立こども病院 静岡市葵区漆山860

静岡市 静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東４-27-１

静岡市 静岡市立静岡病院 静岡市葵区追手町10-93

静岡市 静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町８-２

静岡市 静岡厚生病院 静岡市葵区北番町23

静岡市 小澤内科胃腸科 静岡市葵区瀬名川１-29-32

静岡市 袴田外科医院 静岡市葵区籠上13-20

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。
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静岡市 服部クリニック 静岡市葵区羽鳥五丁目７-30

静岡市 かどまクリニック 静岡市葵区平和１丁目３-65

静岡市 しば内科医院 静岡市葵区伝馬町８-１サンローゼ６Ｆ

静岡市 岡外科胃腸科医院 静岡市葵区本通西町39

静岡市 鈴木内科医院 静岡市葵区安倍口新田526－３

静岡市 松浦内科 静岡市葵区水落町12－14

静岡市 まつとみクリニック 静岡市葵区上伝馬23－18

静岡市 静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿１-１-１

静岡市 静岡徳洲会病院 静岡市駿河区下川原南11-１

静岡市 静岡広野病院 静岡市駿河区広野1494-８

静岡市 板井クリニック 静岡市駿河区曲金７-７-19

静岡市 大谷はざまクリニック 静岡市駿河区宮川39-20

静岡市 近藤医院 静岡市駿河区手越310

静岡市 杉浦内科 静岡市駿河区みずほ４-10-10

静岡市 たんぽぽ診療所 静岡市駿河区中吉田26-16

静岡市 小鹿病院 静岡市駿河区小鹿1633-１

静岡市 東静岡クリニック 静岡市駿河区曲金６-７-15

静岡市 杉山医院 静岡市駿河区泉町４-５

静岡市 静岡ホームクリニック 静岡市駿河区中田４－６－１

静岡市 桜ヶ丘病院 静岡市清水区桜が丘町13-23

静岡市 静岡市立清水病院 静岡市清水区宮加三1231

静岡市 清水厚生病院 静岡市清水区庵原町578-１

静岡市 田村医院 静岡市清水区 船越東町180-９

静岡市 松永医院 静岡市清水区高橋南町７-68

静岡市 三上医院 静岡市清水区原56-12

静岡市 吉田クリニック 静岡市清水区銀座１-23

静岡市 吉永医院 静岡市清水区江尻東１丁目１-38

静岡市 有原医院 静岡市清水区三保915-２

静岡市 菜のはなファミリークリニック 静岡市清水区由比750

静岡市 草薙土屋外科医院 静岡市清水区草薙１丁目25-35

静岡市 福地外科循環器科医院 静岡市清水区七ツ新屋２－４－15
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静岡市 宗内科医院 静岡市清水区草薙139

中部 市立島田市民病院 島田市野田1200-５

中部 片岡医院 島田市本通７丁目7769

中部 レシャード医院 島田市元島田9248-１

中部 坂井医院 島田市金谷都町10-１

中部 島田サニーメディカルクリニック 島田市阿知ヶ谷124－２

中部 焼津市立総合病院 焼津市道原1000

中部 立花クリニック 焼津市五ヶ堀之内779

中部 横山消化器内科 焼津市下小杉385

中部 長岡内科 焼津市西小川４丁目12-３

中部 岡本石井病院 焼津市小川新町５-２-３

中部 甲賀病院 焼津市大覚寺２－30－１

中部 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４-１-11

中部 藤枝平成記念病院 藤枝市水上123-１

中部 誠和藤枝病院 藤枝市中ノ合26-１

中部 志太三輪医院 藤枝市岡部町内谷60-２

中部 すぎむらクリニック 藤枝市若王子３-５-29

中部 菅ヶ谷内科医院 藤枝市堀之内1724

中部 藤岡クリニック 藤枝市藤岡２-１-５

中部 いわしたクリニック 藤枝市上青島463-２

中部 敬天堂医院 藤枝市岡出山１-７-21

中部 錦野クリニック 藤枝市青葉町２-１-47

中部 柳原内科医院 藤枝市藤岡４-488-103

中部 介護老人保健施設グリーンヒルズ藤枝 藤枝市宮原420-１

中部 吉田クリニック 藤枝市大洲４-７-33

中部 すみや脳神経クリニック 藤枝市本町２丁目１-35ゴールドエイジ藤枝２階

中部 青島北クリニック 藤枝市瀬古２丁目６-15

中部 サニーメディカルクリニック 藤枝市駅前２-20-20　

中部 酒井内科医院 牧之原市地頭方１-153-２

中部 はいばら泌尿器科クリニック 牧之原市静谷575-１

中部 高木内科医院 牧之原市静波900
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中部 石井内科皮膚科医院 牧之原市静波248

中部 加藤内科医院 榛原郡吉田町住吉303-１

西部 磐田市立総合病院 磐田市大久保512-３

西部 すずかけヘルスケアホスピタル 磐田市大原2042-４

西部 豊田えいせい病院 磐田市小立野102

西部 北原医院 磐田市二之宮浅間６-11

西部 さくらクリニック 磐田市国府台100-１

西部 とものクリニック 磐田市中泉御殿2270-８

西部 小池内科医院 磐田市下太338

西部 福本医院 磐田市福田5452

西部 いしざかクリニック 磐田市新開946

西部 川口医院 磐田市富士見町３丁目８－22

西部 中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ原１-１

西部 みね歯科医院 掛川市本所３-１

西部 みかさクリニック 掛川市上西郷4103-１

西部 とりい痛みのクリニック 袋井市久能1971-４

西部 永田内科・消化器科医院 袋井市川井856-９

西部 みつはし医院 袋井市西田20-１

西部 月見の里・消化器内視鏡クリニック 袋井市上山梨１-３-４

西部 市立湖西病院 湖西市鷲津2259-１

西部 浜名病院 湖西市新所岡崎梅田入会地字藤ヶ池15-70

西部 牛田クリニック 湖西市鷲津786-１

西部 クリニック井田 湖西市新居町中之郷3636-20

西部 長尾クリニック 湖西市鷲津740-１

西部 市立御前崎総合病院 御前崎市池新田2060

西部 奥村医院 御前崎市塩原新田596-１

西部 御前崎市家庭医療センター 御前崎市白羽3521-10

西部 菊川市立総合病院 菊川市東横地1632

西部 菊川市家庭医療センター 菊川市赤土1055-１

西部 公立森町病院 周智郡森町草ケ谷391-１

西部 森町家庭医療クリニック 周智郡森町草ヶ谷387-１

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。
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浜松市 浜松医療センター 浜松市中区富塚町328

浜松市 遠州病院 浜松市中区中央１-１-１

浜松市 総合病院聖隷浜松病院 浜松市中区住吉２-12-12

浜松市 一貫堂内科消化器科医院 浜松市中区鹿谷町34-32

浜松市 大竹内科医院 浜松市中区高丘北一丁目33-２

浜松市 小出胃腸科内科医院 浜松市中区茄子町352-１

浜松市 坂の上ファミリークリニック 浜松市中区小豆餅四丁目４-20

浜松市 山本内科クリニック 浜松市中区寺島町300-１

浜松市 いちえもん内科消化器科クリニック 浜松市中区南浅田一丁目15-13

浜松市 内村クリニック 浜松市中区中央一丁目15-１ ２F

浜松市 けいクリニック 浜松市中区寺島町179

浜松市 東漢堂内科クリニック 浜松市中区小豆餅一丁目17-７

浜松市 ひかり在宅クリニック 浜松市中区領家２丁目11-12

浜松市 清水クリニック 浜松市中区向宿１-21-16

浜松市 つばさ内科 浜松市中区中央二丁目９-１

浜松市 たなか内科クリニック 浜松市中区神田町360－27

浜松市 浜松佐藤町診療所 浜松市中区佐藤１－22－22

浜松市 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山１-20-１

浜松市 浜松労災病院 浜松市東区将監町25

浜松市 いわた内科 浜松市東区大瀬町2510

浜松市 藤島クリニック 浜松市東区有玉北町1995

浜松市 山下ハートクリニック 浜松市東区豊町671-１

浜松市 浜松北病院 浜松市東区大瀬町1568

浜松市 西山病院 浜松市西区西山町500

浜松市 松田病院 浜松市西区入野町753

浜松市 佐野外科胃腸科医院 浜松市西区湖東町1169-91

浜松市 常葉リハビリテーション病院 浜松市西区大山町3805

浜松市 小助川ファミリークリニック 浜松市西区雄踏１丁目16-14

浜松市 志都呂クリニック 浜松市西区西鴨江町621

浜松市 浜松東病院 浜松市南区福島町１-１

浜松市 外科消化器科林医院 浜松市南区新橋町1441-１

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。



緩和ケア研修会修了医師の所属医療機関
※

一覧（R2.4.1時点）

保健所 名称 所在地

浜松市 平良内科 浜松市南区瓜内町804

浜松市 中田島クリニック 浜松市南区中田島町444

浜松市 尾藤クリニック 浜松市南区三和町614-３

浜松市 みのる内科クリニック 浜松市南区三島町1784-１

浜松市 三和診療所 浜松市南区三和町337

浜松市 すずかけセントラル病院 浜松市南区田尻町120－１

浜松市 総合病院聖隷三方原病院 浜松市北区三方原町3453

浜松市 相羽内科消化器科医院 浜松市北区都田町8110-３

浜松市 浅井外科・消化器科医院 浜松市北区初生町715-１

浜松市 牧原医院 浜松市北区引佐町井伊谷1741

浜松市 安田クリニック 浜松市北区都田町9307-24

浜松市 三方原ベテルホーム 浜松市北区細江町中川7421-１

浜松市 クリニックミズソフィア 浜松市北区根洗町547-２

浜松市 種部整形外科医院 浜松市北区細江町中川7172－2254

浜松市 浜松赤十字病院 浜松市浜北区小林1088-１

浜松市 北斗わかば病院 浜松市浜北区於呂3181-１

浜松市 十全記念病院 浜松市浜北区小松1700

浜松市 石井第一眼科 浜松市浜北区小松4455-１

浜松市 桜町クリニック 浜松市浜北区道本28-３

浜松市 ながはしクリニック 浜松市浜北区内野2404-１

浜松市 クリニックひでとし 浜松市浜北区小林59-22

浜松市 こう痛み内科クリニック 浜松市浜北区小林1383-１

浜松市 寺田クリニック 浜松市浜北区横須賀183-１

浜松市 浜北さくら台病院 浜松市浜北区四大地９-68

浜松市 天竜すずかけ病院 浜松市天竜区二俣町二俣2396-56

浜松市 社会福祉法人天竜厚生会診療所 浜松市天竜区渡ケ島221

　※緩和ケア研修会を修了した医師の研修会受講時点の所属医療機関です。


