
北海道 北海道医療安全支援センター 青森県 青森県医療安全支援センター 山形県 山形県医療安全相談窓口

札幌市 札幌市医療安全支援センター 青森市 青森市医療安全支援センター 山形市 山形市保健所

函館市 函館市医療安全支援センター 八戸市 八戸市医療安全支援センター

旭川市 旭川市医療安全支援センター 青森県 東地方保健所 福島県 福島県医療相談センター

小樽市 小樽市保健所 青森県 弘前保健所 福島市 福島市医療安全支援センター

北海道 渡島保健所 青森県 三戸地方保健所 郡山市 郡山市医療安全支援センター医療相談窓口

北海道 江差保健所 青森県 五所川原保健所 いわき市 いわき市医療安全相談センター

北海道 八雲保健所 青森県 上十三保健所 福島県 県北保健福祉事務所

北海道 江別保健所 青森県 むつ保健所 福島県 県中保健福祉事務所

北海道 千歳保健所 福島県 県南保健福祉事務所

北海道 倶知安保健所 岩手県 岩手県県民医療相談センター 福島県 会津保健所

北海道 岩内保健所 盛岡市 盛岡市医療安全支援センター 福島県 南会津保健福祉事務所

北海道 岩見沢保健所 岩手県 県央保健所 福島県 相双保健福祉事務所　医療相談窓口

北海道 滝川保健所 岩手県 中部保健所

北海道 深川保健所 岩手県 奥州保健所

北海道 室蘭保健所 岩手県 一関保健所

北海道 苫小牧保健所 岩手県 大船渡保健所

北海道 浦河保健所 岩手県 釜石保健所

北海道 静内保健所 岩手県 宮古保健所

北海道 上川保健所 岩手県 久慈保健所

北海道 名寄保健所 岩手県 二戸保健所

北海道 富良野保健所

北海道 留萌保健所 宮城県 宮城県医療なんでも相談窓口

北海道 稚内保健所 仙台市 仙台市医療安全支援センター

北海道 北見保健所 宮城県 仙南保健所

北海道 網走保健所 宮城県 塩釜保健所

北海道 紋別保健所 宮城県 大崎保健所　

北海道 帯広保健所 宮城県 石巻保健所

北海道 釧路保健所 宮城県 気仙沼保健所

北海道 根室保健所

北海道 中標津保健所 秋田県 秋田県医療安全支援センター

秋田市 秋田市医療安全支援センター

北海道 東北

※医療相談窓口を含みます。

連絡先等詳細は各自治体のHPをご確認ください。



茨城県 茨城県医療安全相談センター 東京都 東京都医療安全支援センター 新潟県 新潟県県民医療安全相談窓口

水戸市 水戸市保健所 八王子市 八王子市医療安全支援センター 新潟市 新潟市保健所医療安全相談窓口

町田市 町田市医療安全支援センター 新潟県 村上保健所

栃木県 栃木県県域医療安全相談センター 千代田区 千代田区保健所 新潟県 新発田保健所

宇都宮市 宇都宮市保健所医療相談窓口 中央区 中央区保健所 新潟県 新津保健所

栃木県 県西医療安全相談センター 港区 みなと保健所 新潟県 三条保健所

栃木県 県東医療安全相談センター 新宿区 新宿区保健所 新潟県 長岡保健所

栃木県 県南医療安全相談センター 文京区 文京保健所 新潟県 魚沼保健所

栃木県 県北医療安全相談センター 台東区 台東保健所 新潟県 南魚沼保健所

栃木県 安足医療安全相談センター 墨田区 墨田区保健所 新潟県 十日町保健所

江東区 江東区保健所 新潟県 柏崎保健所

群馬県 群馬県医療安全相談センター 品川区 品川区保健所 新潟県 上越保健所

前橋市 前橋市保健所 目黒区 目黒区保健所 新潟県 糸魚川保健所

高崎市 高崎市保健所 大田区 大田区保健所 新潟県 佐渡保健所

世田谷区 世田谷区保健所

埼玉県 埼玉県医療安全相談窓口 渋谷区 渋谷区保健所 富山県 富山県医療安全相談センター

さいたま市 さいたま市医療安全相談窓口 中野区 中野区保健所 富山市 富山市医療安全相談窓口（富山市保健所）

川越市 川越市保健所医療相談窓口 杉並区 杉並保健所 富山県 新川厚生センター窓口

川口市 川口市医療安全相談窓口 豊島区 池袋保健所 富山県 中部厚生センター窓口

越谷市 越谷市医療安全支援センター 北区 北区保健所 富山県 高岡厚生センター窓口

埼玉県 南部保健所 荒川区 荒川区保健所 富山県 砺波厚生センター窓口

埼玉県 朝霞保健所 板橋区 板橋区保健所

埼玉県 春日部保健所 練馬区 練馬区保健所 石川県 石川県医療安全支援センター

埼玉県 草加保健所 足立区 足立保健所 金沢市 金沢市医療相談窓口

埼玉県 鴻巣保健所 葛飾区 葛飾区保健所 石川県 南加賀保健福祉センター

埼玉県 東松山保健所 江戸川区 江戸川保健所 石川県 石川中央保健福祉センター

埼玉県 坂戸保健所 東京都 西多摩保健所 石川県 能登中部保健福祉センター

埼玉県 狭山保健所 東京都 南多摩保健所 石川県 能登北部保健福祉センター

埼玉県 加須保健所 東京都 多摩立川保健所

埼玉県 幸手保健所 東京都 多摩府中保健所 福井県 福井県医療安全支援センター

埼玉県 熊谷保健所 東京都 多摩小平保健所 福井市 福井市保健所

埼玉県 本庄保健所 福井県 福井健康福祉センター

埼玉県 秩父保健所 神奈川県 神奈川県医療安全相談センター 福井県 坂井健康福祉センター　

横浜市 横浜市医療安全相談窓口 福井県 奥越健康福祉センター

千葉県 千葉県医療安全相談センター 川崎市 川崎市医療安全相談センター 福井県 丹南健康福祉センター

千葉市 千葉市医療安全相談窓口 相模原市 相模原市医療安全相談窓口 福井県 嶺南振興局二州健康福祉センター

船橋市 船橋市医療安全支援センター 横須賀市 横須賀市医療安全相談窓口 福井県 若狭健康福祉センター

柏市 柏市医療安全支援センター 藤沢市 藤沢市医療安全相談窓口

千葉県 習志野保健所（習志野健康福祉センター） 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市医療安全相談窓口 山梨県 山梨県医療安全相談コーナー

千葉県 市川保健所（市川健康福祉センター） 甲府市 甲府市医療安全相談コーナー

千葉県 松戸保健所（松戸健康福祉センター） 山梨県 中北保健福祉事務所（中北保健所）

千葉県 野田保健所（野田健康福祉センター） 山梨県 峡東保健福祉事務所（峡東保健所）

千葉県 印旛保健所（印旛健康福祉センター） 山梨県 峡南保健福祉事務所（峡南保健所）

千葉県 香取保健所（香取健康福祉センター） 山梨県 富士・東部保健福祉事務所（富士・東部保健所）

千葉県 海匝保健所（海匝健康福祉センター）

千葉県 山武保健所（山武健康福祉センター）

千葉県 長生保健所（長生健康福祉センター）

千葉県 夷隅保健所（夷隅健康福祉センター）

千葉県 安房保健所（安房健康福祉センター）

千葉県 君津保健所（君津健康福祉センター）

千葉県 市原保健所（市原健康福祉センター）

中部関東



長野県 長野県医療安全支援センター 三重県 三重県医療安全支援センター 兵庫県 兵庫県医療安全相談センター

長野市 長野市医療安全支援センター 四日市市 四日市市保健所 神戸市 神戸市医療安全相談窓口

松本市 松本市医療安全支援センター 姫路市 姫路市医療安全相談窓口

長野県 佐久保健福祉事務所 滋賀県 滋賀県医療安全相談室 尼崎市 尼崎市医療安全相談窓口

長野県 上田保健福祉事務所 滋賀県 大津市医療安全支援センター 明石市 明石市医療安全相談窓口

長野県 諏訪保健福祉事務所 滋賀県 草津保健所 西宮市 西宮市医療安全相談窓口

長野県 伊那保健福祉事務所 滋賀県 甲賀保健所　

長野県 飯田保健福祉事務所 滋賀県 東近江保健所　 奈良県 奈良県医療安全相談窓口

長野県 木曽保健福祉事務所 滋賀県 彦根保健所 奈良市 奈良市保健所医療安全相談窓口

長野県 松本保健福祉事務所 滋賀県 長浜保健所 奈良県 郡山保健所

長野県 大町保健福祉事務所 滋賀県 高島保健所 奈良県 中和保健所

長野県 長野保健福祉事務所　 奈良県 吉野保健所

長野県 北信保健福祉事務所 京都府 京都府医療安全支援センター（医療ほっとあんしん相談）

京都市 京都市医療安全相談窓口

岐阜県 岐阜県医療安全支援センター 京都府 乙訓保健所 和歌山県 和歌山県医療安全相談窓口

岐阜市 岐阜市医療安全相談窓口 京都府 山城北保健所 和歌山市 和歌山市保健所

岐阜県 岐阜保健所 京都府 山城南保健所 和歌山県 海南保健所

岐阜県 西濃保健所 京都府 南丹保健所 和歌山県 岩出保健所 

岐阜県 関保健所 京都府 中丹西保健所 和歌山県 橋本保健所

岐阜県 可茂保健所 京都府 中丹東保健所 和歌山県 湯浅保健所

岐阜県 東濃保健所 京都府 丹後保健所 和歌山県 御坊保健所

岐阜県 恵那保健所 和歌山県 田辺保健所

岐阜県 飛騨保健所 大阪府 大阪府医療安全相談センター 和歌山県 新宮保健所

大阪市 大阪市保健所 和歌山県 新宮保健所串本支所

静岡県 静岡県医療安全支援センター 堺市 堺市保健所

静岡市 静岡市医療安全支援センター 高槻市 高槻市保健所

浜松市 浜松市医療相談窓口 東大阪市 東大阪市保健所

静岡県 賀茂保健所　地域医療課 豊中市 豊中市保健所

静岡県 熱海保健所　医療健康課 枚方市 枚方市保健所

静岡県 東部保健所　地域医療課 八尾市 八尾市保健所

静岡県 御殿場保健所　医療健康課 寝屋川市 寝屋川市保健所

静岡県 富士保健所　医療健康課 吹田市 吹田市保健所

静岡県 中部保健所　地域医療課 大阪府 池田保健所

静岡県 西部保健所　地域医療課 大阪府 茨木保健所

大阪府 守口保健所

愛知県 愛知県医療安全支援センター 大阪府 四條畷保健所

名古屋市 名古屋市医療安全相談窓口 大阪府 藤井寺保健所

豊橋市 豊橋市医療安全相談窓口 大阪府 富田林保健所

岡崎市 岡崎市医療安全相談窓口 大阪府 和泉保健所

一宮市 一宮市医療安全相談窓口 大阪府 岸和田保健所

豊田市 豊田市医療安全支援センター 大阪府 泉佐野保健所

中部 近畿



鳥取県 鳥取県医療安全支援センター 徳島県 徳島県医療安全相談窓口

鳥取県 鳥取市保健所 徳島県 徳島保健所

鳥取県 中部総合事務所倉吉保健所 徳島県 吉野川保健所

鳥取県 西部総合事務所米子保健所 徳島県 阿南保健所

徳島県 美馬保健所

島根県 島根県医療安全支援センター相談窓口 徳島県 三好保健所

島根県 松江市保健衛生課

島根県 松江保健所 香川県 香川県医療安全支援センター

島根県 雲南保健所 高松市 高松市医療安全支援センター

島根県 出雲保健所 香川県 香川県小豆地域医療安全支援センター

島根県 県央保健所 香川県 香川県東讃地域医療安全支援センター

島根県 浜田保健所 香川県 香川県中讃地域医療安全支援センター

島根県 益田保健所 香川県 香川県西讃地域医療安全支援センター

島根県 隠岐保健所

愛媛県 愛媛県医療安全支援センター（患者の声相談コーナー）

岡山県 岡山県医療安全支援センター 松山市 松山市医療安全支援センター

岡山市 岡山市保健所　保健課 愛媛県 西条保健所

倉敷市 倉敷市保健所　保健課 愛媛県 四国中央保健所

岡山県 備前保健所　保健課 愛媛県 宇和島保健所

岡山県 備中保健所　保健課 愛媛県 今治保健所

岡山県 備北保健所　備北保健課 愛媛県 八幡浜保健所

岡山県 真庭保健所　真庭保健課 愛媛県 中予保健所

岡山県 美作保健所　医療推進課

高知県 高知県医療相談窓口

広島県 広島県医療安全支援センター 高知市 高知市医療安全支援センター

広島市 広島市医療安全支援センター 高知県 安芸福祉保健所

呉市 呉市医療安全相談窓口 高知県 中央東福祉保健所

福山市 福山市医療安全相談窓口 高知県 中央西福祉保健所

高知県 須崎福祉保健所

山口県 山口県医療安全支援センター 高知県 幡多福祉保健所

下関市 下関市医療相談窓口

山口県 岩国健康福祉センター

山口県 柳井健康福祉センター

山口県 周南健康福祉センター

山口県 山口健康福祉センター

山口県 宇部健康福祉センター

山口県 長門健康福祉センター

山口県 萩健康福祉センター

中国 四国



福岡県 福岡県医療相談支援センター 大分県 大分県医療安全支援センター

福岡市 福岡市医療安全相談窓口 大分市 大分市医療安全支援センター

北九州市 北九州市医療安全相談コーナー 大分県 東部（別府市）保健所医療安全支援センター

久留米市 久留米市医療安全相談窓口 大分県 中部（臼杵市）保健所 医療安全支援センター

福岡県 筑紫保健福祉環境事務所　医療相談窓口 大分県 南部（佐伯市）保健所医療安全支援センター

福岡県 粕屋保健福祉事務所　医療相談窓口 大分県 豊肥（豊後大野市）保健所医療安全支援センター

福岡県 糸島保健福祉事務所　医療相談窓口 大分県 西部（日田市）保健所　医療安全支援センター

福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所　医療相談窓口 大分県 北部（中津市）保健所　医療安全支援センター

福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　医療相談窓口

福岡県 田川保健福祉事務所　医療相談窓口 宮崎県 宮崎県医療相談窓口

福岡県 北筑後保健福祉環境事務所　医療相談窓口 宮崎市 宮崎市医療相談窓口

福岡県 南筑後保健福祉環境事務所　医療相談窓口 宮崎県 中央保健所

福岡県 京築保健福祉環境事務所　医療相談窓口 宮崎県 日南保健所

宮崎県 都城保健所　

宮崎県 小林保健所

佐賀県 佐賀県医療安全支援センター 宮崎県 高鍋保健所

佐賀県 中部地区医療安全支援センター 宮崎県 日向保健所　

佐賀県 東部地区医療安全支援センター 宮崎県 延岡保健所

佐賀県 北部地区医療安全支援センター 宮崎県 高千穂保健所　

佐賀県 西部地区医療安全支援センター

佐賀県 杵藤保健福祉事務所 鹿児島県 鹿児島県医療安全支援センター

鹿児島市 鹿児島市医療安全相談窓口

長崎県 長崎県医療安全相談センター 鹿児島県 鹿児島地域医療安全支援センター

長崎市 長崎市医療安全相談窓口 鹿児島県 南薩地域医療安全支援センタ－

佐世保市 佐世保市医療安全支援センター 鹿児島県 北薩地域医療安全支援センター

長崎県 西彼地域医療安全相談センター 鹿児島県 姶良・伊佐地域医療安全支援センター

長崎県 県央地域医療安全相談センター 鹿児島県 大隅地域医療安全支援センター

長崎県 県南地域医療安全相談センター 鹿児島県 熊毛地域医療安全支援センター

長崎県 県北地域医療安全相談センター 鹿児島県 大島地域医療安全支援センター

長崎県 五島地域医療安全相談センター

長崎県 上五島保健所医療安全相談センター 沖縄県 沖縄県医療安全相談センター

長崎県 壱岐地域医療安全相談センター 那覇市 那覇市保健所

長崎県 対馬地域医療安全相談センター

熊本県 熊本県医療安全相談窓口

熊本市 熊本市医療安全相談窓口

熊本県 有明保健所医療安全相談窓口

熊本県 山鹿保健所医療安全相談窓口

熊本県 菊池保健所医療安全相談窓口

熊本県 阿蘇保健所医療安全相談窓口

熊本県 御船保健所医療安全相談窓口　

熊本県 宇城保健所医療安全相談窓口

熊本県 八代保健所医療安全相談窓口

熊本県 水俣保健所医療安全相談窓口

熊本県 人吉保健所医療安全相談窓口

熊本県 天草保健所医療安全相談窓口

九州


