
1 脳神経センター大田記念病院　 沖野上 37 島谷病院 新涯
2 井上病院 東深津 38 耳鼻咽喉科　東手城医院 東手城
3 尾道総合病院　 尾道平原 39 城北診療所 木之庄
4 中国中央病院　 御幸 40 神石高原町立病院 神石高原
5 寺岡記念病院　 新市 41 たかはし小児科 三吉
6 日本鋼管福山病院　 大門 42 田中医院 宝町
7 沼隈病院 沼隈 43 谷医院 府川
8 福山市民病院 蔵王 44 ちょう外科医院 野上
9 府中市民病院 府中鵜飼 45 長外科胃腸科医院 駅家法成寺

1 青葉台クリニック 青葉台 46 土屋内科医院 東手城
2 いぐちクリニック 沖野上 47 とくも胃腸科皮ふ科 光南
3 池田医院 戸手 48 内藤クリニック 万能倉
4 いしい内科・糖尿病クリニック 御舟 49 のじまホームクリニック 駅家万能倉

5 いしおか医院 大門 50 はまもと内科クリニック 南蔵王
6 石川医院 芦田 51 光の丘病院 駅家向永谷

7 石原内科胃腸科 幕山台 52 ひとみ眼科 柳津
8 いそだ病院 松浜 53 平井外科胃腸科医院 御幸
9 猪原歯科リハビリテーション科 多治米 54 平川内科医院 北吉津
10 岩崎整形外科 木之庄 55 広岡整形外科 南手城
11 岩崎皮ふ科形成外科 紅葉 56 福田内科小児科 瀬戸
12 上田循環器科内科 王子 57 福山回生病院 引野
13 宇田内科リウマチ科 東深津 58 福山循環器病院 緑町
14 大石病院 川口 59 福山第一病院 南蔵王
15 おおもとウィメンズクリニック 水呑 60 藤井病院 鞆
16 沖野上クリニック 沖野上 61 ふじもり医院 伊勢丘
17 片山整形外科医院 川南 62 船町ふじおかクリニック 船町
18 橘髙クリニック 宮前 63 ふれあい診療所 駅家万能倉

19 楠本病院 曙 64 細木小児科 港町
20 黒瀬クリニック 三吉 65 堀病院 沖野上
21 こじょう内科 南手城 66 前原病院 手城
22 児玉クリニック 蔵王 67 まが医院 神辺平野
23 こばたけ医院 松浜 68 まつもりファミリークリニック 本庄
24 小畠病院 駅家上山守 69 まるやまホームクリニック 南蔵王
25 小林医院 水呑 70 三島医院 新市宮内
26 小林外科胃腸科 山手 71 水永リハビリテーション病院 南蔵王
27 小林病院 春日 72 向田内科医院 加茂中野
28 コム・クリニック佐藤 引野 73 森田内科クリニック 南蔵王
29 さくらの丘クリニック 駅家法成寺 74 森近内科 西深津
30 佐々木内科小児科クリニック 三之丸 75 森内科 手城
31 佐長内科クリニック 春日 76 吉實クリニック 神石油木
32 佐藤内科胃腸科 光南 77 シーズデンタルクリニック 西町
33 さとう脳外科クリニック 大門 78 井原市立井原市民病院 岡山・井原

34 佐野内科医院 府中鵜飼 79 福山市医師会健康支援センター(総合健診センター) 三吉
35 山陽病院 野上
36 しだはらクリニック 三吉
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■ＨＭネット参加の調剤薬局
参加医師会、
　歯科医師会

施設名(略称)

福山 サラダ薬局
福山 ひまわり薬局多治米店
福山 エース天元堂薬局
福山 エース薬局若松店
福山 けんたろう薬局
福山 しんめい堂薬局
福山 葦陽王子中央薬局
福山 イヨウ薬局大門店
福山 葦陽高西薬局
福山 葦陽ミナミ薬局
福山 葦陽紅葉町薬局
福山 葦陽ローズ薬局
福山 くるみ薬局
福山 リーフ薬局
福山 アリチ薬局平野店
福山 一般社団法人福山市薬剤師会　野上薬局
福山 スモモ薬局
福山 アプコ松永薬局
福山 かっぱ薬局
福山 クオール薬局府川町店
福山 クオール薬局御領店
福山 ファミリー薬局
福山 オール薬局神辺店
福山 クオール薬局新湯野店
福山 くるみ薬局駅家店
福山 ファーマシィ薬局さんて
福山 こころ薬局
福山 エスマイル薬局太陽店
福山 エスマイル薬局たじめ店
福山 エスマイル薬局みどり町店
福山 明神町薬局
尾道 クルーズ薬局天満町店
三原 クルーズ薬局頼兼店
福山 アイプラス薬局新市店
福山 朋ファアーマシー青葉台薬局
福山 あすか薬局
福山 アロー薬局沼隈店
福山 木之庄薬局
福山 すがはら薬局
福山 こはる薬局
三原 三原薬剤師会センター薬局
三原 なのはな薬局
岡山県 ファーマシィせと薬局
岡山県 ファーマシィよりしま薬局

■ＨＭネット参加の介護関係施設等
地区 施設名 区分

福山地区
福山市医師会　居宅介護支援事業所 居宅介護事業者

尾道・三原地区 公立みつぎ総合病院　訪問看護ステーション｢みつ 訪問看護事業者
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