
№ 都道府県 医療機関名 郵便番号 住   所

1 茨城県 まつばらウィメンズクリニック 300-1159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-16-2

2 茨城県 東京医科大学茨城医療センター 300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

3 茨城県 小山記念病院 314-0030 茨城県鹿嶋市厨5-1-2

4 茨城県 葉山産婦人科 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中1995-25

5 茨城県 白十字総合病院 314-0134 茨城県神栖市賀2148

6 茨城県 秋葉産婦人科病院 306-0013 茨城県古河市東本町2-9-2

7 茨城県 船橋レディスクリニック 306-0126 茨城県古河市諸川657-3

8 茨城県 茨城西南医療センター病院 306-0433 茨城県猿島郡境町2190

9 茨城県 池田医院 306-0433 茨城県猿島郡境町2174-100

10 茨城県 県北医療センター高萩協同病院 318-0004 茨城県高萩市上手綱上ヶ穂町1006-9

11 茨城県 遠藤産婦人科医院 308-0008 茨城県筑西市八丁台63

12 茨城県 筑波学園病院 305-0854 茨城県つくば市大字上横場2573-1

13 茨城県 土浦協同病院 300-0028 茨城県土浦市おおつ野4-1-1

14 茨城県 かんの産婦人科クリニック 300-1512 茨城県取手市藤代1076

15 茨城県 瀬尾医院 316-0004 茨城県日立市東多賀町2-15-8

16 茨城県 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

17 茨城県 山縣産婦人科 310-0851 茨城県水戸市千波町371-4

18 茨城県 石渡産婦人科病院 310-0041 茨城県水戸市上水戸1-4-21

19 茨城県 お産の森　いのちのもり　 産科婦人科　篠﨑医院 302-0116 茨城県守谷市大柏1067-1

20 茨城県 総合守谷第一病院 302-0102 茨城県守谷市松前台1-17

21 茨城県 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

22 茨城県 龍ケ崎済生会病院 301-0854 茨城県龍ケ崎市中里1-1

23 栃木県 かしま産婦人科 326-0844 栃木県足利市鹿島町501-1

24 栃木県 浅岡医院 326-0052 栃木県足利市相生町387

25 栃木県 足利赤十字病院 326-0843 栃木県足利市五十部町284-1

26 栃木県 栃木産科婦人科医院 326-0047 栃木県足利市錦町14

27 栃木県 アルテミス宇都宮クリニック 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク5-1-9

28 栃木県 こいけレディスクリニック 321-0139 栃木県宇都宮市若松原3-1-2

29 栃木県 ちかざわLadies’クリニック 321-0933 栃木県宇都宮市城東1-2-5

30 栃木県 中田ウィメンズ＆キッズクリニック 320-0861 栃木県宇都宮市西1-3-11

31 栃木県 那須赤十字病院 324-8686 栃木県大田原市中田原1081-4

32 栃木県 樹レディスクリニック 323-0034 栃木県小山市神鳥谷5-18-15

33 栃木県 上都賀総合病院 322-8550 栃木県鹿沼市下田町1-1033

34 栃木県 大野医院 322-0066 栃木県鹿沼市上田町1915-4

35 栃木県 さくら産院 329-1311 栃木県さくら市氏家2190-5

36 栃木県 岡産科婦人科医院 327-0845 栃木県佐野市久保町110-1

37 栃木県 佐野厚生総合病院 327-8511 栃木県佐野市堀米町1728

38 栃木県 医療法人CLARA 321-0214 栃木県壬生町壬生甲3312-1

39 栃木県 小菅クリニック 321-4335 栃木県真岡市下高間木1-1-1

40 栃木県 きうち産婦人科医院 329-2145 栃木県矢板市富田548-1

41 群馬県 フクイ産婦人科クリニック 372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町553-3

42 群馬県 新生産婦人科医院 372-0034 群馬県伊勢崎市茂呂町2-3500-4

43 群馬県 藤井レディースクリニック 373-0816 群馬県太田市東矢島町1184-1

44 群馬県 桐生厚生総合病院 376-0024 群馬県桐生市織姫町6-3

45 群馬県 渋川中央病院 377-0007 群馬県渋川市石原508-1

46 群馬県 いしもとレディスクリニック 370-3524 群馬県高崎市中泉町608-2

47 群馬県 こすもレディースクリニック 370-0052 群馬県高崎市旭町113-7　ハートスクエア長建1Ｆ

48 群馬県 セントラルレディースクリニック 370-0045 群馬県高崎市東町80-7

49 群馬県 佐藤病院 370-0836 群馬県高崎市若松町96

50 群馬県 斎川産婦人科医院 370-0044 群馬県高崎市岩押町31-10

51 群馬県 田村産婦人科 370-0815 群馬県高崎市柳川町63

52 群馬県 真中医院 374-0024 群馬県館林市本町3-4-5
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53 群馬県 公立富岡総合病院 370-2393 群馬県富岡市富岡2073-1

54 群馬県 光病院 375-0023 群馬県藤岡市本郷1045

55 群馬県 公立藤岡総合病院 375-8503 群馬県藤岡市中栗須813-1

56 群馬県 根岸産婦人科小児科医院 375-0015 群馬県藤岡市中栗須86

57 群馬県 群馬大学医学部附属病院 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15

58 群馬県 群馬中央病院 371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13

59 群馬県 小沢医院 371-0221 群馬県前橋市樋越町15-1

60 群馬県 前橋協立病院 371-0811 群馬県前橋市朝倉町828-1

61 千葉県 もりかわ医院 299-4616 千葉県いすみ市岬町長者177

62 千葉県 医療法人社団マザー・キー ファミール産院いちかわ 272-0803 千葉県市川市奉免町201-5

63 千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 千葉県市原市姉崎3426-3

64 千葉県 有秋台医院 299-0125 千葉県市原市有秋台西1-7

65 千葉県 医療法人社団　満葉会　くぼのやウィメンズホスピタル 277-0023 千葉県柏市中央2-2-12

66 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 千葉県柏市柏下163-1

67 千葉県 亀田クリニック 296-0041 千葉県鴨川市東町1344

68 千葉県 加藤病院 292-0014 千葉県木更津市高柳2-12-31

69 千葉県 駒医院 292-0056 千葉県木更津市木更津3-2-28

70 千葉県 重城産婦人科小児科 292-0003 千葉県木更津市万石358

71 千葉県 薬丸病院 292-0831 千葉県木更津市富士見2-7-1

72 千葉県 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

73 千葉県 Ｗクリニックフォーマザーズ幕張 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-37-17

74 千葉県 医療法人社団　温和会　たて産婦人科 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀3-6-18

75 千葉県 小野寺産婦人科 260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-12-10

76 千葉県 とけレディースクリニック 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘3-4-3

77 千葉県 千葉愛友会記念病院 270-0161 千葉県流山市鰭ｹ崎1-1

78 千葉県 岩沢クリニック 286-0041 千葉県成田市飯田町154-8

79 千葉県 成田赤十字病院 286-8523 千葉県成田市飯田町90-1

80 千葉県 アイレディースクリニック 270-0235 千葉県野田市尾崎1464－１

81 千葉県 杉崎クリニック 278-0005 千葉県野田市宮崎56-23

82 千葉県 くらもちレディースクリニック 274-0816 千葉県船橋市芝山3-1-8

83 千葉県 船橋市立医療センター 273-8588 千葉県船橋市金杉1-21-1

84 千葉県 オーククリニックフォーミズ病院 27１-0072 千葉県松戸市竹ヶ花50番地の3

85 千葉県 富岡産婦人科医院 270-0021 千葉県松戸市小金原6-8-11

86 千葉県 勝見産婦人科 276-0027 千葉県八千代市村上1113-1　1街区51棟

87 千葉県 東京女子医科大学附属 八千代医療センター 276-8524 千葉県八千代市大和田新田477-96

88 東京都 マタニティークリニック小島医院 196-0025 東京都昭島市朝日町4-1-27

89 東京都 公立阿伎留医療センター 197-0834 東京都あきる野市引田78-1

90 東京都 小金井クリニック 121-0836 東京都足立区入谷1-10-21

91 東京都 長門クリニック 120-0002 東京都足立区中川2-5-8

92 東京都 東京リバーサイド病院 116-0003 東京都荒川区南千住8-4-4

93 東京都 東京女子医科大学付属足立医療センター 123-8558 東京都足立区江北4-33-1

94 東京都 高島平クリニック 175-0082 東京都板橋区高島平1-12-11

95 東京都 産婦人科病院成増産院 175-0094 東京都板橋区成増1-1-1

96 東京都 渡辺産婦人科医院 175-0082 東京都板橋区高島平2-3-14

97 東京都 楠医院 175-0092 東京都板橋区赤塚6-23-14

98 東京都 板橋区医師会病院 175-0082 東京都板橋区高島平3-12-6

99 東京都 板橋中央総合病院 174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7

100 東京都 まつしま病院 132-0031 東京都江戸川区松島1-41-29

101 東京都 岩倉病院 133-0056 東京都江戸川区南小岩7-28-4

102 東京都 綾瀬産婦人科 124-0001 東京都葛飾区小菅4-8-10

103 東京都 東京かつしか赤十字母子医療センター 125-0051 東京都葛飾区新宿3-7-1

104 東京都 東京フェリシアレディースクリニック 124-0012 東京都葛飾区立石8-9-6

105 東京都 東京慈恵会医科大学　 葛飾医療センター 125-8506 東京都葛飾区青戸6-41-2

106 東京都 東京北医療センター 115-0053 東京都北区赤羽台4-17-56

107 東京都 五の橋産婦人科 136-0071 東京都江東区亀戸6-1-6



108 東京都 東峯婦人クリニック 135-0042 東京都江東区木場5-3-10

109 東京都 ジュンレディースクリニック小平 187-0044 東京都小平市喜平町1-14-20

110 東京都 公立昭和病院 187-8510 東京都小平市花小金井８－１－１

111 東京都 中野産婦人科医院 187-0025 東京都小平市津田町1-4-8

112 東京都 保坂産婦人科クリニック 201-0014 東京都狛江市東和泉1-21-3

113 東京都 慶應義塾大学病院 160-8582 東京都新宿区信濃町35

114 東京都 東京山手メディカルセンター 169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1

115 東京都 聖母病院 161-8521 東京都新宿区中落合2-5-1

116 東京都 東京女子医科大学病院 162-8666 東京都新宿区河田町8-1

117 東京都 河北総合病院 166-8588 東京都杉並区阿佐谷北1-7-3

118 東京都 都立墨東病院 130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15

119 東京都 永寿総合病院 110-8645 東京都台東区東上野2-23-16

120 東京都 永井産婦人科病院 190-0002 東京都立川市幸町4-27-1

121 東京都 聖路加国際病院 104-8560 東京都中央区明石町9-1

122 東京都 飯野病院 182-0024 東京都調布市布田4-3-2

123 東京都 中山レディスクリニック 164-0003 東京都中野区東中野3-9-14

124 東京都 久保田産婦人科病院 178-0063 東京都練馬区東大泉3-29-10

125 東京都 練馬光が丘病院 179-0072 東京都練馬区光が丘2-11-1

126 東京都 ペルフェ滝山マタニティクリニック 203-0033 東京都東久留米市滝山5-3-6

127 東京都 レディースクリニックマリアヴィラ 207-0023 東京都東大和市上北台1-2-14　上北台メディカルビル4階

128 東京都 東府中病院 183-0005 東京都府中市若松町2-7-20

129 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 東京都文京区本郷3-1-3

130 東京都 東京大学医学部附属病院 113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

131 東京都 日本医科大学付属病院 113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5

132 東京都 広尾かなもりクリニック 106-0047 東京都港区南麻布5-10-24　第2佐野ビル401

133 東京都 神田第二クリニック 106-0031 東京都港区西麻布3-20-14

134 神奈川県 並木産婦人科クリニック 243-0815 神奈川県厚木市妻田西2-17-12

135 神奈川県 伊勢原協同病院 259-1187 神奈川県伊勢原市田中345

136 神奈川県 慈誠会病院 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-19-26

137 神奈川県 シロタクリニック 252-0011 神奈川県座間市相武台1-20－21

138 神奈川県 丸山産婦人科 249-0005 神奈川県逗子市桜山1-8-5

139 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1

140 神奈川県 須藤産科婦人科医院 257-0003 神奈川県秦野市南矢名4-12-12

141 神奈川県 宮川医院 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼2-9-25

142 神奈川県 藤沢市民病院 251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1

143 神奈川県 横須賀共済病院 238-8558 神奈川県横須賀市米が浜通1-16

144 神奈川県 知産婦人科 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-3-2

145 神奈川県 済生会横浜市東部病院 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

146 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 231-8682 神奈川県横浜市中区新山下3-12-1

147 神奈川県 横浜市立大学附属病院 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

148 神奈川県 横浜総合病院 225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5

149 神奈川県 横浜労災病院 222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3211

150 神奈川県 神奈川県立こども医療センター 232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

151 神奈川県 東條ウイメンズホスピタル 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-34-7

152 千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 千葉県浦安市富岡2-1-1

153 栃木県 おおひらレディスクリニック 329-4406 栃木県栃木市大平町下皆川753

154 千葉県 増田産婦人科 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ2837

155 東京都 下平レディスクリニック 166-0003 東京都杉並区高円寺南1-4-12

156 東京都 東海大学医学部付属八王子病院 192-0032 東京都八王子市石川町1838

157 神奈川県 小川クリニック 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町29

158 東京都 府中の森土屋産婦人科 183-0055 東京都府中市府中町3-10-9

159 栃木県 やまなかレディースクリニック 323-0028 栃木県小山市若木町2-11-20

160 神奈川県 ワキタ産婦人科 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-6-1

161 茨城県 小浜産科婦人科クリニック 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口616

162 東京都 千川産婦人科医院 171-0043 東京都豊島区要町3-10-1



163 茨城県 日立総合病院 317-0077 茨城県日立市城南町2-1-1

164 神奈川県 ハマノ産婦人科 220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町24-1

165 東京都 にしなレディースクリニック 158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-20　アドバンス髙荒2F

166 東京都 よりみつレディースクリニック 205-0011 東京都羽村市五ノ神1-2-2　羽村駅東口メディカルプラザ3F

167 群馬県 松田医院　（医療法人三つ星会） 372-0802 群馬県伊勢崎市田中島町1186

168 栃木県 亀森レディースクリニック 321-2345 栃木県日光市木和田島3046-3

169 埼玉県 めぐみ助産院 352-0011 埼玉県新座市野火止6-15-10

170 千葉県 小張総合病院 278-8501 千葉県野田市横内29-1

171 神奈川県 小関産婦人科医院 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-62-7

172 栃木県 髙橋レディスクリニック 320-0021 栃木県宇都宮市東塙田1-5-1

173 千葉県 キッコーマン総合病院 278-0005 千葉県野田市宮崎100

174 栃木県 和田マタニティクリニック 329-0414 栃木県下野市小金井1-30-6

175 千葉県 川﨑レディースクリニック 270-0114 千葉県流山市東初石4-135-38

176 東京都 ひろクリニック 188-0001 東京都西東京市谷戸町3-26-7

177 埼玉県 大久保クリニック 342-0061 埼玉県吉川市中央3-11-9

178 東京都 アルテミスウイメンズホスピタル 203-0054 東京都東久留米市中央町1-1-20

179 千葉県 ファミール産院きみつ 299-1127 千葉県君津市郡1-5-4

180 千葉県 東葛病院 270-0153 千葉県流山市中102-1

181 千葉県 えんぴつ公園マザーズクリニック 272-0143 千葉県市川市相之川3-1-14

182 栃木県 ゆめクリニック 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜3-14-6

183 神奈川県 愛児レディースクリニック 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2957-1

184 東京都 勝どきウィメンズクリニック 104-0054 東京都中央区勝どき2-10-4 宮野海運ビル4F

185 茨城県 茨城県立中央病院 309-1793 茨城県笠間市鯉淵6528

186 神奈川県 医療法人川口会　美和レディースクリニック 242-0006 神奈川県大和市南林間7-20-30

187 千葉県 根本産婦人科医院 272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-26-16

188 東京都 羽村ひまわりクリニック 205-0011 東京都羽村市五ノ神 351-30

189 千葉県 鎌ヶ谷バースクリニック 273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富929-9

190 茨城県 根本産婦人科医院 309-1736 茨城県笠間市八雲一丁目4番21号

191 東京都 みなみ野グリーンゲイブルズクリニック 193-0935 東京都八王子市大船町1001

192 東京都 スワンレディースクリニック 114-0002 東京都北区王子4-27-7

193 東京都 牧田総合病院 144-8501 東京都大田区西蒲田8-20-1

194 神奈川県 小田原レディスクリニック 250-0045 神奈川県小田原市城山2-1-5

195 東京都 ひな助産院 121-0055 東京都足立区加平3-14-12

196 神奈川県 メディカルパーク湘南 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7

197 千葉県 ファミール産院ちば 260-0841 千葉県千葉市中央区白旗2-7-2


