
スミスメディカル・ジャパン㈱ 無断転載禁⽌

・本リストは各クリニックからの更新⽇時点での提供情報に基づいて作成しています。
・北より都道府県市町村別で掲載しています。
・お問い合わせは各クリニックに直接お願いします。
・「医療法⼈ 」「医療法⼈社団」「医療法⼈財団 」「社会医療法⼈」は(医)と表記しています。

更新 2021/5/28
クリニック名 住所 電話番号 施設ホームページ

(医)せせらぎ　札幌在宅クリニックそよ⾵ 北海道札幌市清⽥区北野6条５丁⽬11-21 011-888-0808 なし

(医)徳洲会　在宅緩和ケア充実診療所
ホームケアクリニック札幌

北海道札幌市⽩⽯区本通5丁⽬北1番地 011-867-6770 https://homecare-sapporo.com/

(医)佳⽣会
こだま在宅内科緩和ケアクリニック

北海道札幌市東区北23条東6丁⽬3番18-2号 011-214-9560 http://kodama-hpcc.jp/

北畠外科胃腸科医院 ⻘森県⻘森市堤町2丁⽬13番6号 017-734-7500 http://www.hokushoukai.com/

(医)岡部医院仙台 宮城県仙台市⻘葉区柏⽊2丁⽬4-76
ガーデンテラス柏⽊106号 022-341-2802 https://soshukai.jp

(医) 鉄祐会 祐ホームクリニック⽯巻 宮城県⽯巻市わかば2丁⽬13-5 0503-777-2177
https://www.you-
homeclinic.or.jp/area/area_ishim
aki.html

みさと在宅診療所 秋⽥県仙北郡美郷町六郷字新町50-1 0187-88-8639 http://www.misatozaitaku.jp/

訪問診療クリニックやまがた ⼭形県⼭形市銅町2-13-11 023-616-6360 https://www.hmc-
yamagata.com/

いばらき診療所こづる 茨城県東茨城郡茨城町⼩鶴127-1 029-291-0055 http://www.ibc.or.jp

さつきホームクリニック 栃⽊県宇都宮市花園町17番1 028-688-0456 https://satsuki-hc.com/

ひばりクリニック 栃⽊県宇都宮市徳次郎町365-1 028-665-8890 https://hibari-clinic.com/

いちはらファミリークリニック 栃⽊県宇都宮市中⾥町322 028-612-8350 http://ichihara-family-cl.com/

さつきホームクリニック⿅沼 栃⽊県⿅沼市栄町2丁⽬20-1 0289-74-5466 https://satsuki-hc.com/

さつきホームクリニック益⼦ 栃⽊県芳賀郡益⼦町⼤字⻑堤574-1 0285-81-5137 https://docodemo-cl.com/

豊⽥内科医院 群⾺県前橋市上⼩出町1-30-1 027-234-1223 http://www.mtoyoda-clinic.com/

(医)あい友会 あい太⽥クリニック 群⾺県太⽥市浜町59-3 0276-52-8857 https://www.aioota.org/

CADD®携帯型精密輸液ポンプ（PCA）所有
緩和ケアクリニックリスト

CADD®携帯型精密輸液ポンプ（PCA）所有  緩和ケアクリニックリスト 1 / 5 ページ



スミスメディカル・ジャパン㈱ 無断転載禁⽌

⽯井医院 埼⽟県さいたま市浦和区神明1-22-6 048-822-3491 www.is-clinic.jp

(医)敬樹会　ながくらクリニック 埼⽟県さいたま市⻄区⼤字指扇領別所380番地2
いしいビル2階B 048-729-5737 なし

ハーモニークリニック 埼⽟県さいたま市緑区松⽊3-16-6 048-875-7888 http://meiiken.or.jp/harmony

伊奈クリニック 埼⽟県上尾市⽡葺1902-1 048-876-9927 https://www.kikyoukai.net

あげお在宅医療クリニック 埼⽟県上尾市上20-8 048-783-5801 https://www.ageozaitaku.jp

(医)あんず会 杏クリニック 埼⽟県狭⼭市祇園25番1号第⼀はまビル3階 04-2935-3882 http://anz-homecare.com/

(医)　光恵会　芝⻄医院 埼⽟県川⼝市芝⻄2-30-6 048-424-2898 https://koukeikai-medical.or.jp

おおた泌尿器科・内科クリニック 埼⽟県草加市草加4-1-9 ルピナス草加2 205 048-951-5623 なし

ほしの在宅ケアクリニック 千葉県松⼾市⼩⾦きよしヶ丘3-20-2-103 047-711-5123 https://hoshino-hc.com/

ファミリークリニック 千葉県船橋市習志野台1-11-4 047-404-2688 なし

つばさ在宅クリニック⻄船橋 千葉県船橋市⻄船4-11-8
三星⻄船ビルB棟 047-495-0111 https://www.tsubasazaitaku.co

m/

⽣きがい訪問診療所 千葉県⼋千代市村上3530-9 047-411-9232 https://reasonsforliving.jimdo.co
m

わたホームクリニック 東京都葛飾区⽴⽯6-8-1
三洋ガーデン1・2階 03-6662-5814 http://www.wataclinic.com/

(医) 鉄祐会 祐ホームクリニック吾妻橋 東京都墨⽥区吾妻橋2-3-13
セルウィン・ハウス2階 0503-821-2171

https://www.you-
homeclinic.or.jp/area/area_azu
mabashi.html

祐ホームクリニック 東京都⽂京区千⽯4-25-5
KSTビル３F 0503-784-2001 https://www.you-

homeclinic.or.jp/

(医) 鉄祐会 祐ホームクリニック平和台 東京都練⾺区平和台四丁⽬25-12
七海ビル2階 0503-684-9127

https://www.you-
homeclinic.or.jp/area/area_heiw
adai.html

(医) 鉄祐会 祐ホームクリニック豊島 東京都豊島区千早2丁⽬40番1号1階 0503-358-2776
https://www.you-
homeclinic.or.jp/area/area_toshi
ma.html

あい・ホームクリニック豊島 東京都豊島区南⼤塚2-32-2
INSビル4階 03-5981-8554 https://www.ai-homeclinic.com/

あけぼの診療所 東京都新宿区⽚町2-3菱和ビル 03-6457-7237 http://www.akebonoclinic.net/

(医) 鉄祐会 祐ホームクリニック⿇布台 東京都港区⿇布台三丁⽬4番18号
クリーデンス⿇布台101 0503-823-0159

https://www.you-
homeclinic.or.jp/area/area_azab
udai.html

Green Forest 代官⼭クリニック 東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-24-11-201 03-5489-3899 https://www.greenforest-
daikanyama.com/

(医)よるり会　⽬⿊ケイホームクリニック 東京都⽬⿊区中⽬⿊4-5-1
エースビル2階 03-5722-5500 www.megurokhome.com
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(医)永研会　ちとせクリニック 東京都世⽥⾕区南烏⼭ 4-9-14
南烏⼭ビル１F 03-5315-3363 https://chitoseclinic.jp/

(医)嘉祐会　池上ホームクリニック 東京都⼤⽥区⻄⾺込1-18-1
ドミトリー⻄⾺込1階 03-6417-1672 https://ikegami-home-

doctor.com/

けやき在宅診療所 東京都⻄東京市⽥無町4-28-14
⽥無第２マーブルビル５階 042-467-6666 http://keyaki.clinic

まつばらホームクリニック 東京都⻄東京市東町4-14-18
かえでビル２階Ｂ 042-439-1250 https://m-hc.jp/

やすらぎ在宅診療所 東京都⻘梅市東⻘梅4-17-42 0428-21-3355 https://yasuragi-zaitaku.com

(医)すまる在宅クリニック 東京都狛江市中和泉1-4-27-1階 03-5761-5584 http://www.smacli.jp/

椿クリニック 神奈川県川崎市⾼津区下作延2-4-6 2F 044-948-7692 https://tsubaki-cl.com/

横⼭医院　在宅・緩和クリニック 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区上星川3丁⽬2-24
丸⼭薬品ビル2階 045-465-6393 https://yokoyamazaitaku.jp/

ゆう在宅クリニック 神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区今井町919-12 045-351-0063 https://you-ohshin.biz/

みその⽣活⽀援クリニック 神奈川県相模原市南区御園4-15-10 042-765-1331 https://misono-life-support.com

くげぬま緩和ケア内科 神奈川県藤沢市鵠沼藤が⾕1-9-22 0466-53-8025 https://kugenuma-palliative-
medicine.com

ココロまち診療所 神奈川県藤沢市⽤⽥2672 0466-77-9426 https://cocoromatch-clinic.org/

(医)ほくれあ会　ひきのクリニック 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-1
ヤマジビル2階東 050-3513-0128 https://iwao5622ip.wixsite.com/

hikinoclinic280520

富⼭市まちなか診療所 富⼭県富⼭市総曲輪四丁⽬４番８号 076-461-3619 https://machinaka-
care.city.toyama.lg.jp

(医)すまいる　やまだホームケアクリニック 富⼭県富⼭市⾼屋敷65-1 076-493-6002 https://yhomecare.jp/

くれよん在宅クリニック 富⼭県富⼭市⿊崎373-2 076-425-1904 https://www.crayon-hc.jp/

やながわ在宅クリニック ⽯川県⾦沢市藤江北４丁⽬273 076-225-7855 https://www.yanahaya.com/

⼤垣在宅クリニック 岐⾩県⼤垣市林町6-80-55AOKI⼤垣駅
北⼝ビル2階 0584-81-4333 https://ogakizaitaku-clinic.com/

(医)あしたば会 富⼠在宅診療所 静岡県富⼠市本市場新⽥32-5 STビル1階 0545-63-6939 http://fujiclinic.net/

オリーブ在宅クリニック 愛知県名古屋市守⼭区永森町353番地 052-758-6333 https://olive-homecare.com

ごうホームクリニック 愛知県名古屋市天⽩区原1丁⽬1410
サンモール原103 052-803-5005 https://gohome-clinic.com/

みずほ在宅⽀援クリニック 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3丁⽬6-2 M
MIZUNOビル1階 052-680-7873 http://mizuho-zaitaku.com/
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たに在宅クリニック 愛知県⼀宮市末広1丁⽬3番18号
ファンタジアビル2F 0586-43-5500 https://www.inm-tanicli.com/

在宅緩和ケア　あすなろ医院 愛知県⼩牧市常普請1丁⽬35番地 0568-65-6380 https://zaitaku-asunaro.com

ふじた医院 京都府京都市下京区御器屋町67 075-343-4188 http://www.fujita-clinic.or.jp/

(医)理智会たなか往診クリニック 京都府京都市上京区⼤東町90番地 075-467-8771 https://tanaka-oushin.com/

(医)優幸会　中村クリニック ⼤阪府⼤阪市福島区福島7-6-23
⽇の出ビル３階 06-6455-8755 http://osaka-nakamura-clinic.jp

うらたクリニック ⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉⻑原⻄3-3-18 06-6760-5200 https://www.urata-cl.jp/

(医)楽樹会　⼤越なごみの森診療所 ⼤阪府枚⽅市⾹⾥ケ丘10丁⽬3732番17    3階 072-802-3270 なし

あおいクリニック ⼤阪府⼋尾市⾼町2-43 072-999-1616 https://aoiclinic-yao.com/

(医)俊仁会　きららファミリークリニック ⼤阪府堺市⻄区上467 072-274-1401 なし

⽥村医院 兵庫県神⼾市灘区楠丘町5-2-16 078-851-5962 https://tamura-kusugaoka.com/

さくらホームケアクリニック 兵庫県川⻄市平野3-18-27 072-793-4000 https://sakura-hc.jp/

(医)寺崎クリニック 奈良県奈良市南城⼾町67 0742-22-5091 http://terasaki-clinic.com/

(医)ザイタック　ももたろう往診クリニック 岡⼭県岡⼭市北区⼤元1丁⽬1番29号 086-242-3232 http://www.momotaroclinic.jp/

(医)　慈⾵会　在宅診療　敬⼆郎クリニック ⾹川県⾼松市多肥上町1297-1 087-864-3109 https://kjr-clinic.com/

(医)ゆうの森 愛媛県松⼭市別府町444-1 089-911-6333 http://tampopo-clinic.com/

(医)⼟倉内科循環器クリニック 福岡県北九州市⼩倉北区上到津2-3-38 093-571-3616 http://www.dokura-cl.com/

在宅サポートながさきクリニック 福岡県北九州市⼩倉北区真鶴1丁⽬4-11 093-562-0900 なし

薬院内科循環器クリニック 福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 YA55 2F 092-738-0123 http://yakuin-cl.jp/

⽥中まさはるクリニック 福岡県久留⽶市北野町今⼭516-1 0942-41-3535 http://www.tanakamasaharu-
clinic.jp/

安中外科・脳神経外科医院 ⻑崎県⻑崎市丸⼭町2-6 095-823-4813 なし

鳴⾒台⼭中クリニック ⻑崎県⻑崎市鳴⾒台1-28-5 095-814-1171 https://yamanakaclinic.jp/

くまもと在宅クリニック 熊本市中央区⽔前寺6-48-33 096-381-1100 http://kumamoto-zaitaku.clinic
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ひまわり在宅クリニック 熊本市南区江越2丁⽬14-26 096-285-3251 http://www.himawari-clinic.info

(医)カーサミア　やまおか在宅ｸﾘﾆｯｸ ⼤分県⼤分市東⼤道3丁⽬62-5 097-545-8008 http://home-clinic.jp/

的場クリニック ⿅児島県⿅屋市⼤浦町13304-8 0994-45-7282 なし

(医)千寿会　ひなたクリニック ⿅児島市⾕⼭中央2丁⽬4119番48 099-813-8780 https://senjukai.net/

アイビーホームケアクリニック 沖縄県浦添市⻄原6-30-10-B03 098-917-1110 https://ivy-homecare.jp
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