
(平成29年４月現在）

◆　県健康福祉センター ◆　静岡市保健所／保健福祉センター

所属名 担当課 電話番号 住　所 所属名 担当課 電話番号 住　所

〒415-0016 〒420-0846

 下田市中５３１－１  静岡市葵区城東町２４－１

（下田総合庁舎　２階） （城東保健福祉エリア内）

〒410-3624 〒424-8701

賀茂郡松崎町江奈255-3  静岡市清水区旭町６－８

（静岡市役所清水庁舎 ２階）

〒413-0016

 熱海市水口町１３－１５

（熱海総合庁舎　１階） ◆　浜松市／健康づくり課
〒410-8543 所属名 担当課 電話番号 住　所

沼津市高島本町１－３ 〒432-8550

（東部総合庁舎　２階）  浜松市中区鴨江2丁目１１－２

〒410-2413 （保健所　２階）

伊豆市小立野６６－１ 中区元城町１０３－２

（修善寺生きいきプラザ２階） （浜松市役所　１階）

〒412-0039 東区流通元町２０－３

 御殿場市竈１１１３ （東区役所　２階）

（静岡県御殿場合同庁舎 １階） 西区雄踏１丁目３１－１

〒416-0906 （西区役所　２階）

 富士市本市場４４１－１ 南区江之島町６００－１

（富士総合庁舎　１階） （南区役所　２階）

〒418-0068 北区細江町気賀３０５

 富士宮市豊町１８－５ （北区役所西隣　細江健康センター内）

〒434-8550

〒426-8664  浜松市浜北区貴布祢3000

 藤枝市瀬戸新屋３６２－１ （なゆた浜北　１階）

 （藤枝総合庁舎　３階） 天竜区二俣町二俣４８１

〒421-0422 （天竜区役所　南館１階）

牧之原市静波４４７－１

（牧之原市役所榛原庁舎　西館）

〒438-8622

 磐田市見付３５９９－４

（中遠総合庁舎西館　２階）

〒436-0073

掛川市金城９３番地

〒431-0302

湖西市新居町新居３４４７番地

静岡県難病患者のための緊急医療手帳配布先一覧

浜名分庁舎

浜北区健康づくり課

区役所

天竜区健康づくり課 053-922-0075

榛原分庁舎

富士宮分庁舎
（更新時期のみ）

0558-72-2310

053-585-1171

053-457-2891

053-523-3121

中区健康づくり課

北区健康づくり課

東区健康づくり課 053-424-0125

0537-22-3263

0548-22-1151

南区健康づくり課 053-425-1590

西区健康づくり課 053-597-1120

054-644-9273
（5-106-9273）

0544-27-1131
(更新期間のみ）

西部健康福祉センター
（西部保健所）

御殿場健康福祉センター
（御殿場保健所）

0538-37-2521
（5-107-2521）

★地域医療課

掛川支所

中部健康福祉センター
（中部保健所）

★地域医療課

053-594-3661

0550-82-1224
（5-123-1224）

054-249 -3170 ★地域医療課
0558-24-2052
（5-101-2052）

★保健予防課

★医療健康課

東部健康福祉センター
（東部保健所）

賀茂健康福祉センター
（賀茂保健所）

★地域医療課

修善寺支所

053-453-6116★健康増進課

054-354-2153

熱海健康福祉センター
（熱海保健所）

0557-82-9125
（5-102-9125）

0545-65-2659
（5-104-3312）

★医療健康課

★医療健康課

0558-42-0262

055-920-2109
（5-103-3288）

浜松市

富士健康福祉センター
（富士保健所）

松崎保健支援室 保健所清水支所

保健所

 



◆　難病医療拠点病院（1施設）

1  浜松医科大学医学部附属病院 431-3192  浜松市東区半田山1-20-1

◆　難病医療協力病院（37施設）

1  下田メディカルセンター 415-0026  下田市6-4-10

2  伊東市民病院 414-0055  伊東市岡196-1

3  国際医療福祉大学熱海病院 413-0012  熱海市東海岸13-1

4  三島総合病院 411-0801  三島市谷田字藤久保2276

5  沼津市立病院 410-0302  沼津市東椎路春の木550

6  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

7  社会福祉法人農協共済 中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 410-2507  伊豆市冷川1523-108

8  順天堂大学医学部附属静岡病院 410-2295  伊豆の国市長岡1129

9  一般財団法人神山復生病院 412-0033  御殿場市神山109

10  富士宮市立病院 418-0076  富士宮市錦町3-1

11  独立行政法人国立病院機構 静岡富士病院 418-0103  富士宮市上井田814

12  富士市立中央病院 417-8567  富士市高島町50

13  共立蒲原総合病院 421-3306  富士市中之郷2500-1

14  静岡市立清水病院 424-8636  静岡市清水区宮加三1231

15  JA静岡厚生連清水厚生病院 424-0193  静岡市清水区庵原町578-1

16  地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 420-8527  静岡市葵区北安東4-27-1

17  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 420-8688  静岡市葵区漆山886

18  地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 420-8660  静岡市葵区漆山860

19  静岡市立静岡病院 420-8630  静岡市葵区追手町10-93

20  静岡赤十字病院 420-0853  静岡市葵区追手町8-2

21  静岡済生会総合病院 422-8527  静岡市駿河区小鹿1-1-1

22  JA静岡厚生連静岡厚生病院 420-8623  静岡市葵区北番町23

23  静岡徳洲会病院 421-0193  静岡市駿河区下川原南11-1

24  焼津市立総合病院 425-8505  焼津市道原1000

25  藤枝市立総合病院 426-8677  藤枝市駿河台4-1-11

26  市立島田市民病院 427-8502  島田市野田1200－5

27  医療法人社団沖縄徳洲会榛原総合病院 421-0493  牧之原市細江2887-1

28  掛川市・袋井市病院企業団体　中東遠総合医療センター 436-8555  掛川市菖蒲ヶ池1－1

29  磐田市立総合病院 438-8550  磐田市大久保512-3

30  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

31  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

32  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

33  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3453

34  浜松赤十字病院 434-8533  浜松市浜北区小林1088-1

35  浜松医療センター 432-8580  浜松市中区富塚町328

36  独立行政法人労働者健康福祉機構 浜松労災病院 430-8525  浜松市東区将監町25

37  松田病院 432-8061  浜松市西区入野町753

静岡県難病患者のための緊急医療手帳配布先一覧(平成29年４月現在）

病院名 所在地等郵便番号


