
ウェットストップ３、或いはウェットストップ２をよくご存じの医療機関です。

■　医療機関或いは院内売店にてご購入いただけるところもあります。

■　医療機関によっては診察を受けないとご購入できないこともあります。

■　ウェットストップをより効果的にご使用いただくために、医療機関で受診することをお奨めいたします。

＜お断り＞ 更新時期等により、掲載されていないがウェットストップをよくご存じの医療機関もあります。

芸術の森泌尿器科 北海道 苫小牧市 苫小牧市立病院

札幌医科大学付属病院 亀田郡 望ヶ丘医院

岩澤クリニック

すずらん小児科

ふるた小児科クリニック

なかた小児科

秋田県 横手市 岡田小児科医院 山形市 山形大学医学部附属病院

岩手県立中央病院 盛岡市 鶴岡協立病院

よしだクリニック 新庄市 山形県立新庄病院

北上市 いとう小児科クリニック 福島市 福島赤十字病院

宮城県 自衛隊仙台病院 郡山市 太田西ノ内病院

NTT東日本東北病院 伊達郡 公立藤田総合病院

仙台赤十字病院 新潟市 相川ステーションクリニック

仙台市立病院 村上市 新潟県立坂町病院

木町小児科 柏崎市 国立病院機構新潟病院

宮城県立こども病院

登米市 登米市立佐沼病院

前橋市 群馬大学医学部付属病院 うえむらクリニック

ひうら医院 西埼玉中央病院

上大類病院 三郷市 三愛会総合病院

桐生市 岩下病院 和光市 国立病院機構　埼玉病院

利根中央病院 新都心こどもクリニック

国立病院機構沼田病院 埼玉県立小児医療センター

古河市 佐賀小児科 ゆう・こどもクリニック

水戸市 たむら小児科クリニック 鴻巣市 ヘリオス会病院

つくばみらい市みらい平こどもクリニック 獨協医科大学越谷病院

つくば市 筑波メディカルセンター 安田泌尿器科クリニック

土浦市 ひろたこどもクリニック 上尾市 かわかみこどもクリニック

宇都宮市 国立病院機構　栃木病院 富士見市 狭山病院

下都賀郡 獨協医科大学病院 東京医科大学

あきもと小児科医院 慶應義塾大学病院

土屋小児科 東京女子医科大学病院

那須塩原市 国際医療福祉大学病院 小牧病院

JFE健保川鉄千葉病院 中野区 萩原医院

忍足小児科 墨田区 都立墨東病院

千葉県こども病院 塚本医院

東邦大学医学部附属佐倉病院 永寿総合病院

佐倉ゆうゆうの里診療所 足立区 勝楽堂病院

柏市 慈恵会医科大学附属柏病院 江戸川区 みやのこどもクリニック

天王台こどもおとしよりクリニック 荒川区 斉藤医院

中川小児科医院 のずえ小児科

船橋市 おぐち小児科 五の橋キッズクリニック

順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院 新宿区 聖母病院

スマイルこどもクリニック 文京区 日本医科大学附属病院

鴨川市 亀田総合病院 目黒区 東邦大学医療センター大橋病院

旭市 国保旭中央病院 小豆沢病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター 日本大学医学部付属板橋病院

あだち小児科 心身障害児総合医療療育センター

山形県

福島県

佐野市

千葉市

北海道 札幌市

岩手県
盛岡市

新潟県
仙台市

高崎市

沼田市

千葉県

栃木県

佐倉市

我孫子市

浦安市

台東区

江東区

茨城県

群馬県

埼玉県

所沢市

さいたま市

越谷市

新宿区

板橋区



横浜労災病院 渋谷区 表参道クリニック

斉藤小児科心とからだのクリニック 野口クリニック

あべこどもクリニック 順天堂大学医学部付属練馬病院

済生会横浜市東部病院 千代田区 東京逓信病院

神奈川県立こども医療センター さいとうクリニック

みやざわ医院 東京慈恵会医科大学病院

小川クリニック ほあし子どものこころクリニック

もり小児科 横井こどもクリニック

西横浜国際総合病院 久我山病院

昭和大学藤が丘病院 国立成育医療センター

竹本小児科医院 喜多見こどもクリニック

近岡小児科 八王子市 京王八王子クリニック

総合相模更正病院 武蔵野赤十字病院

北里大学病院 武居小児科医院

鎌倉市 足立医院 府中市 都立府中療育センター

海老名市 海老名総合病院 多摩南部地域病院

大和市立病院 島田療育センター

中央林間病院 はやしクリニック

厚木市 星こどもクリニック 豊川小児科内科医院

秦野市 国立病院機構神奈川病院 小平市 岡部こどもクリニック

小田原市立病院 稲城市 もりこどもクリニック

遠藤クリニック 小金井市 桜町病院

藤沢市民病院 西東京市 すぎはらこどもクリニック

おくやま小児科 清瀬市 都立清瀬小児病院

茅ヶ崎市 湘南東部総合病院 福生市 公立福生病院

足柄上郡 神奈川県立足柄上病院 武蔵村山市 岩田小児科医院

長野市 長野赤十字病院 名古屋第一赤十字病院

須坂市 長野県立須坂病院 三菱名古屋病院

伊那市 伊那中央病院 社会保険　中京病院

ふたば小児科 若葉台クリニック

諏訪中央病院 さのすこやかクリニック

上田市 国立病院機構　長野病院 名古屋市立大学病院

東御市 東御市民病院 豊橋市 国立病院機構豊橋医療センター

山梨県 甲州市 塩山市民病院 豊川市 豊川市民病院

浜松医科大学附属病院 尾張旭市 つかだ医院

クリニック・パパ 日進町 川井小児科クリニック

クリニック・パパ 知多市 つつじが丘こどもクリニック

聖隷浜松病院 豊明市 藤田健康衛生大学病院

天竜こども医院 豊田市 梅坪クリニック

袋井市 諸井医院 安城更正病院

静岡市 静岡県立こども病院 松本こどもクリニック

秋山小児科医院 犬山中央病院

富士市立中央病院 ひろみこどもクリニック

三島市 くぼた小児科 小牧市 小牧市民病院

飛騨市 飛騨市民病院 常滑市 ひだ小児科医院

岐阜市 矢嶋小児科・小児循環器クリニック 一宮西病院

羽島市 羽島市民病院 総合大雄会病院

大垣市 大垣市民病院 岡部こども医院

渡辺医院 山本医院

石川県立中央病院 済生会富山病院

国立病院機構　金沢医療センター 敦賀市 市立敦賀病院

かほく市 宇野気医院 小浜市 公立小浜病院

林小児科クリニック

平谷こども発達クリニック

古田郡 福井大学医学部付属病院

四日市市 市立四日市病院 かみつじこどもクリニック

藤沢市

神奈川県

横浜市

川崎市

相模原市

大和市

小田原市

武蔵野市

多摩市

東京都

練馬区

港区

世田谷区

町田市

長野県

静岡県

愛知県

名古屋市

茅野市

浜松市

富士市

一宮市

犬山市

金沢市

岐阜県

富山県 富山市

福井市

安城市

福井県

石川県



北牟婁郡 かとう小児科 バルツァ・ゴーデル

南牟婁郡 紀南病院 市立奈良病院

香芝市 まえだ泌尿器科クリニック

天理市 たかはしファミリークリニック

北野病院 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター

あづま泌尿器科 長浜市 長浜赤十字病院

浜本小児科 大津市民病院

武知小児科・内科 滋賀医科大学附属病院

阪和住吉総合病院 大津赤十字志賀病院

大阪市立総合医療センター 京都府立医科大学附属病院

緑川クリニック 土井小児科

済生会千里病院 おおの小児科

大阪大学医学部附属病院 おくだこどもクリニック

守口市 関西医科大学附属滝井病院 京都大学医学部付属病院

箕面市 箕面市立病院 木津市 公立山城病院

池田市 飯田小児科 精華町 学研都市病院

関西医科大学附属枚方病院 神戸大学医学部附属病院

三上こどもクリニック 兵庫県立こども病院

星ヶ丘厚生年金病院 国立病院機構　神戸医療センター

川辺郡 たのうえこどもクリニック 岡藤小児科医院

和泉市立病院 岡こどもクリニック

大阪府立母子保健総合医療センター はちかわこどもクリニック

市立堺病院 どいこどもクリニック

耳原総合病院 転馬こどもの診療所

大阪労災病院 姫路赤十字病院

うえだ小児科 松浦医院

市立松原病院 加古川市 神鋼加古川病院

大阪狭山市 近畿大学医学部附属病院 兵庫医科大学病院

津田小児科 渡部クリニック

稲田病院 養父市 公立八鹿病院

紀南病院 伊丹市 市立伊丹病院

有田郡 平山こどもクリニック

岡山大学医学部附属病院 広島市民病院

岡山市立市民病院 広島赤十字原爆病院

岡山済生会総合病院 広島市立舟入病院

倉敷中央病院 広島大学病院

よしみつ小児科医院 広島共立病院

川崎医科大学付属病院 高橋内科・小児科医院

玉野市 玉野市民病院 広島県立障害者リハビリテーションセンター

都窪郡 国立病院機構　南岡山医療センター 広島県立障害者療育支援センター

光市 やまて小児科・アレルギー科 呉市 国立病院機構　呉医療センター

宇部市 わだ泌尿器科クリニック 安芸郡 済生会広島病院

小野田市 わたなべ泌尿器科 国立病院機構　福山医療センター

下関市 下関市立豊浦病院 木村小児科

山口市 近藤こどもクリニック 尾道市 尾道総合病院

智頭町 智頭病院 三原市 三原赤十字病院

米子市 鳥取大学医学部附属病院 出雲市 島根大学医学部附属病院

浜田市 浜田市役所・市民福祉部・地域医療対策課

二日市市 おおさき小児クリニック

高松市 しらかわ小児科 高知県 高知市 高知大学医学部附属病院

木田郡 香川大学医学部附属病院 愛媛県 四国中央市 ふじえだファミリークリニック

徳島県 徳島市 すすえこどもクリニック

福岡赤十字病院 にのみや小児科・ひふ科

つるのぼるクリニック なかむら小児科

武石クリニック 国立病院機構鹿児島医療センター

下村小児科医院 指宿市 山川病院

山口県

香川県

大阪府

和泉市

枚方市

吹田市

大阪市

三重県

倉敷市

岡山市

和歌山市

松原市

堺市

岡山県

奈良市

大津市

京都市

京都府

神戸市

広島県

広島市

東広島市

福山市

姫路市

兵庫県

西宮市

奈良県

鹿児島市

福岡市

鳥取県

鹿児島県

和歌山県

滋賀県



まつもとクリニック 姶良郡 希望ヶ丘病院

北九州市立医療センター 佐世保市 あずま小児科

済生会八幡総合病院 諫早市 長崎県立こども医療福祉センター

福津市 あいだ医院 長崎市 長崎大学医学部・歯学部附属病院

大牟田市 大牟田市立総合病院 国立病院機構　西別府病院

橋野こどもクリニック 古城小児科医院

佐賀大学医学部付属病院 大分市 椎迫泌尿器科クリニック

宮崎県 小林市 小林市民病院 湯布市 大分大学医学部付属病院

中部徳州会病院 名護市 県立北部病院

ちばなクリニック うるま市 沖縄県立中部病院

那覇市 大浜第一病院

別府市

佐賀市佐賀県

北九州市

福岡県

沖縄県
沖縄市

沖縄県

長崎県

大分県


