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平成３０年６月７日

健康保険組合

御中
厚生労働省保険局保険課

受取代理制度導入届提出施設一覧の送付について
出産育児一時金の受取代理制度の実施にあたっては、「出産育児一時金等の支給申
請及び支払方法について」
（平成 23 年１月 31 日付け保発 0131 第３号）別添２「出産
育児一時金等の受取代理制度」実施要綱の第３において、受取代理制度を導入する医
療機関等は、厚生労働省に対して届け出るものとされ、当該医療機関等の名称及び所
在地については、厚生労働省から保険者に対して情報提供するものとされています。
今般、厚生労働省に届出がなされた医療機関等の名称、所在地の一覧を更新しまし
たので、別表のとおり送付いたします。引き続き、出産育児一時金の受取代理制度の
円滑な実施について、よろしくお願い申し上げます。
なお、別表については、厚生労働省のホームページにも掲載しております。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/
index.html)

※

平成 29 年６月１日現在の施設一覧からの更新内容

（削除）
・医療法人

みたむらクリニック（福岡県）

・医療法人産婦人科・麻酔科

すどうクリニック（福岡県）

厚生労働省保険局保険課企画法令第一係
TEL：03-5253-1111（内線 3247）

（別表）

受取代理制度導入届 提出施設一覧
平成30年6月1日現在
都道府県

北海道

青森
岩手

宮城

福島

茨城

群馬

埼玉

千葉

東京

名称

所在地

医療法人社団ブロッサム 苗穂レディスクリニック

北海道札幌市東区本町2条5-2-4

ありじゅマタニティハウス
助産院エ・ク・ボ

北海道札幌市白石区菊水上町2条1-46-90
北海道札幌市西区発寒6条10-10-3

助産院マタニティアイ

北海道釧路郡釧路町曙1-1-14

町立別海病院

北海道野付郡別海町別海西本町103-9

藤井産婦人科医院
医療法人 苫米地レディースクリニック
伊東産婦人科医院

青森県十和田市東三番町9-59
青森県八戸市大字沢里字下沢内36-1
岩手県宮古市田の神1-3-7

田村産婦人科医院

岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字上高柳62

医療法人社団 新富谷S・Sレディースクリニック

宮城県黒川郡富谷町成田9-1-20

五十嵐産婦人科医院

宮城県仙台市青葉区本町2-8-24

医療法人社団 桂高森S・Sレディース
渡辺産科婦人科

宮城県仙台市泉区高森1-1-194
福島県いわき市常磐関船町塚ノ越62

笠間医院

福島県福島市野田町4-2-15

呉竹産婦人科麻酔科医院

福島県福島市野田町4-8-21

医療法人かたよせクリニック産科・婦人科

福島県いわき市常磐西郷町字金山70－1

もみじ助産院
医療法人寿恵会 船橋レディスクリニック
とべ助産院

福島県郡山市田村町大善寺字上野代4-1
茨城県古河市諸川657-3
茨城県那珂郡東海村須和間1415-5南台38-5

医療法人青木医院

茨城県水戸市本町3-4-7

柴田マタニティクリニック

茨城県土浦市桜町4-13-20

医療法人翠松会 松原医院
鈴木助産院

群馬県高崎市新保町1585-1
群馬県太田市丸山町250-7

飯島医院
医療法人成蹊会 成田レディスクリニック

埼玉県さいたま市浦和区駒場1-12-1
埼玉県蓮田市馬込2172-１

医療法人 大宮林医院
奥脇産婦人科医院

埼玉県さいたま市大宮区大成町1-335-1
埼玉県新座市野火止1-14-3

医療法人社団泰誠会 永井クリニック

埼玉県三郷市上彦名607-1

医療法人 長岡産婦人科医院
水上レディースクリニック
サンクリニック
中島産婦人科医院
柳田産婦人科医院

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-3-10
埼玉県草加市新栄町484-1
埼玉県東松山市西本宿373-5
埼玉県戸田市下戸田2-10-5
埼玉県川口市青木4－5－34

松田母子クリニック
医療法人社団泰伸会 鈴木医院

埼玉県所沢市本郷西上1080-5
埼玉県加須市中央1-7-57

めぐみ助産院
原川助産院

埼玉県新座市野火止6-15-10
埼玉県狭山市柏原8-8

高瀬洋子
さくら助産院
松浦助産院

埼玉県朝霞市三原3-17-20
埼玉県さいたま市北区吉野町1-395-1
埼玉県さいたま市南区内谷3-21-18 1-103

愛助産院
大川レディースクリニック
川間太田産婦人科医院
宗田マタニティクリニック
田口産婦人科医院
医療法人社団みずたに会 愛育レディースクリニック
医療法人社団芳世会 熊切産婦人科

埼玉県三郷市栄3-108-1
千葉県松戸市馬橋1902
千葉県野田市岩名2-7-1
千葉県市原市根田320-7
千葉県市川市南行徳1-2-18
千葉県船橋市習志野5-10-30
千葉県富津市大堀1831

寺島医院
高根産婦人科
医療法人社団幸有会 稲毛とらのこ産婦人科
丸山助産院
なちゅらるばぁす のべ
瑞生助産院
助産院ねむねむ
佐藤助産院
医療法人社団翔生会 楠医院
池下レディースチャイルドクリニック
医療法人社団清雅会 清水産婦人科クリニック
医療法人社団清倫会 小野産婦人科
医療法人社団萌木会 明日香医院
医療法人社団赤恵会 赤川クリニック
医療法人社団正裕会 井上レディースクリニック

千葉県市川市新田4-15-21
千葉県千葉市美浜区真砂4-4-15
千葉県千葉市稲毛区小仲台2-3-15
千葉県八千代市高津東2－8－18
千葉県松戸市栗ヶ沢781－3
千葉県市原市北国分寺台2－3－15
千葉県南房総市海老敷422-1
千葉県南房総市山名922-1
東京都板橋区赤塚6-23-14
東京都江戸川区中葛西5-2-41
東京都江戸川区平井6-2-30
東京都世田谷区玉川台2-11-4
東京都杉並区高井戸西2-16-29
東京都杉並区上荻1-24-6
東京都立川市富士見町1-26-9

都道府県

東京

神奈川

名称

所在地

池下レディースクリニック東雲
大川産婦人科医院

東京都江東区東雲2-1-21
東京都日野市多摩平3-14-4

産婦人科野口医院
待木医院

東京都大田区大森北4-25-5
東京都足立区西竹の塚2-13-17

小川クリニック

東京都豊島区南長崎6-7-11

野原産婦人科クリニック

東京都中野区上高田3-39-12

渡辺産科婦人科
豊島産婦人科
医療法人社団SJS 金子レディースクリニック

東京都板橋区高島平2-3-14
東京都杉並区西荻南4-3-19
東京都調布市調布ヶ丘3-19-13

医療法人社団 久保田産婦人科病院

東京都練馬区東大泉3-29-10

医療法人社団晃母会 すずきクリニック

東京都江戸川区小松川2-8-1

阿部産婦人科

東京都東大和市中央2-1043-14

医療法人社団健晟会 扇内医院
医療法人社団向仁会 真島クリニック

東京都練馬区中村3-4-18
東京都足立区関原1-21-2

医療法人社団Leialoha 中野産婦人科医院

東京都小平市津田町1-4-8

医療法人社団義恵会 宇田川産婦人科

東京都江戸川区一之江8-15-3

医療法人社団新潮会 太田病院

東京都足立区足立1-12-12

医療法人社団桜裕会 砂町産科婦人科
医療法人社団 宇都宮病院
葛西産婦人科

東京都江東区南砂4-2-13
東京都清瀬市元町1-4-41
東京都江戸川区東葛西6-8-6

医療法人社団慶暢会 中村医院

東京都葛飾区新小岩2-35-4

医療法人社団 青木産婦人科医院

東京都世田谷区赤堤5-30-15

岡本医院
医療法人社団医経会 武蔵野病院

東京都杉並区井草4-5-2
東京都三鷹市下連雀4-8-40

子宝助産院

東京都小平市仲町489-5

たかはし助産院柴又マタニティハウス
助産婦石村
大森助産院

東京都葛飾区柴又1-26-15
東京都江東区東陽3－21－11－101
東京都大田区中央7-12-16

松が丘助産院

東京都中野区松が丘1-10-13

あにちぇ助産院
矢島助産院
みのやま助産院
Be born助産院
麻の実助産所

東京都江戸川区江戸川1-27-83
東京都国分寺市東元町1-40-7
東京都立川市一番町4-49-18
東京都世田谷区祖師谷6-13-13
東京都練馬区中村南1-35-12

さかもと助産所
まなみ助産院

東京都東久留米市小山5-1-35
東京都三鷹市大沢5-10-23

HINA助産院
とくおか助産院

東京都足立区加平3-14-12
東京都日野市東平山2-16-4

一般社団法人アクア・バースハウス
まんまる助産院
目白助産所

東京都世田谷区桜丘4-16-21
東京都立川市若葉町2-1-1
東京都豊島区雑司が谷2-24-11

なかま助産所
ひとみ助産院
杉浦ウィメンズクリニック
ひな助産院
お産の家 せたがや
医療法人社団祐喜会 加塚医院
医療法人社団ワンアンドオンリー 新横浜母と子の病院

東京都練馬区桜台4-33-22
東京都八王子市山田町1692-2
東京都江戸川区南篠崎町1-6-11
東京都足立区加平3-14-12
東京都世田谷区船橋5-4-3
東京都豊島区駒込2-5-5
神奈川県横浜市港北区烏山町650

会沢産婦人科医院
医療法人社団 池川クリニック
医療法人社団 仲町台レディースクリニック
医療法人ぴゅあ いのうえクリニック
熊切産婦人科
辻井産婦人科医院
けい産婦人科クリニック
医療法人社団 近藤産婦人科
古橋産婦人科
医療法人社団 吉田医院
医療法人社団 田所産婦人科
大江医院
医療法人社団善方会 よしかた産婦人科
こどもの国レディスクリニック
レディスクリニック フォレスタヴェルデ
ウパウパハウス岡本助産院

神奈川県大和市下鶴間1554
神奈川県横浜市金沢区大道2-5-13
神奈川県横浜市都筑区仲町台3-7-21
神奈川県川崎市宮前区宮崎5-14-2
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町10-2
神奈川県横浜市青葉区美しが丘3-5-2
神奈川県相模原市中央区田名1744-1
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1454
神奈川県小田原市南町2-1-43
神奈川県横浜市南区永楽町1-8
神奈川県相模原市中央区相模原3-5-23
神奈川県川崎市川崎区川中島1-13-2
神奈川県横浜市港北区小机町2430
神奈川県横浜市青葉区奈良1－18－10
神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-11
神奈川県川崎市中原区下小田中1-6-11

都道府県

神奈川

石川

名称

所在地

セラビ助産院
エンジェルバース山方助産院

神奈川県中郡二宮町山西1259
神奈川県横浜市瀬谷区本郷1-6-2

助産院バースあおば
子育てサポートハウスｍａｒｉｍｏ

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町509-1中谷都第3ビル1階
神奈川県相模原市南区相模大野5-2-11フラワール相模マンション102

横浜きりがおかマタニティクリニック

神奈川県横浜市緑区霧が丘3-16-1

うきた産婦人科医院

石川県金沢市新神田4-7-25

手取川クリニック
頼助産院
ひまわり助産院

石川県能美郡川北町壱ツ屋199
石川県河北郡内灘町鶴ヶ丘1-296-2
石川県金沢市泉野出町4-13-22

すみれ助産院

石川県白山市山島台1-47

福井

藤井医院

福井県越前市文京1-6-28

山梨

長坂クリニック

山梨県笛吹市石和町小石和2645

野村ウィメンズクリニック
医療法人裕生会 丸山産婦人科医院

長野県岡谷市中央町3-1-36
長野県長野市南千歳町982

ひまわりレディースクリニック

長野県須坂市墨坂4-7-1

ドゥーラハウス こじま

長野県松本市城東2-7-20

助産所ドゥーラえむあい

長野県伊那市日影534-1

出張助産所 たんてjnco
幸助産院
まつば助産院

長野県大町市社4240-3
長野県駒ケ根市赤穂14-1692
長野県松本市波田5838-17

バースコンダクター楽育

長野県飯田市三日市場1317-8

石原産婦人科

岐阜県岐阜市芥見嵯峨2-145

医療法人敦恵会 ケイ・レディースクリニック
ローズベルクリニック

岐阜県多治見市虎渓山町5-30-1
岐阜県可児市下恵土野林2975-1

アルプスベルクリニック

岐阜県高山市山田町310

齊藤産科婦人科院
酒向産婦人科
森己助産所

岐阜県岐阜市北八ツ寺町5
岐阜県可児市今渡1886
岐阜県大垣市美和町1731-4

ゆりかご助産院

岐阜県各務原市蘇原大島町1-49

石井第一産科婦人科クリニック
医療法人社団 臼井医院
おはな助産院
お茶畑助産院
藤枝第一助産院

静岡県浜松市浜北区小松4498-5
静岡県下田市2-3-27
静岡県御前崎市白羽6621-1070
静岡県袋井市豊沢2159
静岡県藤枝市青葉町4-11-25

うぶごえ長瀬助産院
中島産婦人科医院

静岡県浜松市東区大瀬町413-1
静岡県富士市青島町160

医療法人健芳会アイ・レディースクリニック
賛育産婦人医院

静岡県焼津市坂本457
静岡県浜松市北区初生町799

渡辺マタニティークリニック
福井産婦人科医院
平針北クリニック

愛知県豊川市牛久保町城跡36
愛知県春日井市藤山台2-1-12
愛知県日進市赤池町屋下306-2

医療法人 川合産婦人科
フォレストベルクリニック
セブンベルクリニック
グリーンベルクリニック
エンジェルベルクリニック
ロイヤルベルクリニック
平竹クリニック

愛知県名古屋市西区坂井戸町191
愛知県名古屋市守山区大字上志段味
愛知県稲沢市小池4-122
愛知県豊田市若林東町棚田160-1
愛知県岡崎市錦町5-1
愛知県名古屋市緑区鳴海町水広下93-195
愛知県名古屋市北区敷島町48-1

おおはらマタニティクリニック
清水産婦人科
はっとりクリニック
助産所中井
医療法人 ちばレディースクリニック
うたな助産所
磯部助産院
神谷産婦人科医院
医療法人信誠恵会 横関産婦人科
医療法人木本会 鈴木産婦人科
吉田医院
医療法人 正木産婦人科
医療法人仁久会 藤原産婦人科
医療法人 近藤産婦人科
医療法人孝知会 芦原産婦人科クリニック
医療法人 南野産婦人科クリニック

愛知県岡崎市洞町字西浦8-1
愛知県名古屋市天白区植田西2-902
愛知県一宮市木曽川町黒田中針口北ノ切37
三重県志摩市阿児町甲賀4686－3
滋賀県栗東市小柿6-10-37
滋賀県近江八幡市牧町808
滋賀県蒲生郡竜王町山之上5287
京都府宇治市宇治乙方9番地
京都府長岡京市滝ノ町1-1-21
大阪府大阪市此花区春日出北2-6-8
大阪府枚方市伊加賀南町5-4
大阪府八尾市山本町北1-2-22
大阪府交野市梅が枝44-3
大阪府大阪市西淀川区柏里2-2-12
大阪府枚方市養父西町15-15
大阪府東大阪市鴻池本町6－26

長野

岐阜

静岡

愛知

三重
滋賀

京都

大阪

都道府県

大阪

兵庫

奈良

和歌山
鳥取
岡山

広島

山口

徳島
香川
愛媛
高知
福岡

長崎
熊本
鹿児島
沖縄

名称

所在地

医療法人 西川医院
うめかげレディースクリニック

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-10
大阪府豊中市服部元町1-1-7

りつ出張助産院
ふなき助産院

大阪府大阪市都島区都島中通3-20-1
大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-26

ゆずりは助産院

大阪府枚方市氷室台1-44-32

助産院あもう

大阪府大阪市平野区長吉出戸5-4-2-502

柏助産院
motherゆり助産所
市立池田病院

大阪府大阪市東成区大今里西2-7-16
大阪府大阪市生野区巽南3-12-9
大阪府池田市城南3-1-18

たなべ産婦人科

兵庫県神戸市灘区森後町3-5-30

中川産婦人科クリニック

兵庫県西宮市柳本町4-16

カク・西本協同産婦人科

兵庫県洲本市本町3-1-27

医療法人社団私立二見レディースクリニック
医療法人社団 アイビスマキクリニック

兵庫県明石市二見町東二見207
兵庫県明石市小久保2-14-10

産科婦人科大原クリニック

兵庫県尼崎市南武庫之荘3-21-24

産科・婦人科 古谷クリニック

兵庫県神戸市西区学園西町5-2-5

産科・婦人科 衣笠クリニック

兵庫県尼崎市若王寺2-15-5

産科・婦人科 みずとりクリニック
秋山助産院
大野助産院

兵庫県神戸市北区藤原台北町7-2-7
兵庫県神戸市長田区二葉町2-5-10
兵庫県加古川市山手3-25-3

いなお助産院

兵庫県神戸市灘区中原通5-2-21

助産院ツルマタニティクリニック

兵庫県西宮市市庭町6-19

池本産婦人科医院
医療法人慈生会 岡村産婦人科

奈良県橿原市久米町805
奈良県奈良市西木辻町30-10

ひらおか助産院

奈良県生駒市高山町7747-1

心友助産院
芽愛助産院
ふじ助産院

奈良県北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方260-3
奈良県天理市前栽町274-1
奈良県天理市櫟本町2071-8

医療法人新生会 岩橋医院

和歌山県和歌山市関戸1-6-44

西江助産院
医療法人 産婦人科山下クリニック
医療法人社団 松田医院
医療法人社団博愛会 真野産婦人科
柴田産婦人科皮膚科

鳥取県米子市錦海町2-9-6
岡山県岡山市北区楢津394-1
広島県東広島市八本松町飯田101
広島県広島市安佐北区口田1-16-38
広島県三原市城町1-19-10

医療法人社団日の浦会 佐々木産婦人科
マミーズハウス

広島県広島市東区戸坂中町6-8
山口県岩国市尾津町2-12-40

助産院 赤ちゃんのほっぺ
医療法人松光会 さいじょう産婦人科

山口県山口市大内長野419-4
徳島県徳島市佐古一番町5-10

医療法人清芳会 春名産婦人科
メイプルクリニック 高橋産婦人科
松本助産院

徳島県徳島市南二軒屋町1-2-55
徳島県徳島市福島2-2-8
香川県高松市小村町448-4

マミー助産院
菊地産婦人科医院
藤本ひろしレディースクリニック
医療法人 桑原産婦人科医院
助産院 町のさんばさん
立石産婦人科医院
医療法人 こうの産婦人科医院

愛媛県四国中央市土居町北野甲587-3
高知県四万十市中村桜町19
福岡県久留米市上津町105-9
福岡県中間市中間3-5-5
福岡県北九州市八幡西区千代4-9－8
長崎県諫早市栄町7-6
長崎県諫早市永昌町12-2

斐助産院
医療法人 平野エンゼルクリニック
有馬産婦人科
仲地産婦人科クリニック
バークレーレディースクリニック

熊本県熊本市広木町15-26
鹿児島県鹿児島市上荒田町31-21
鹿児島県南さつま市加世田本町18-3
沖縄県那覇市前島2-22-8
沖縄県浦添市当山2-2-11バークレーズメディカルモール5階

