
登録医一覧   地域別

医療機関名 登録医師名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 あいち診療所野並 岡崎 嘉樹、畑　恒人、野村　秀樹 468-0049 福池2-330-2 (052)895-6637

2 あおいろ耳鼻咽喉科 三好　晋平 468-0056 島田3-405 （052）847-7510

3 あおきクリニック 青木　茂 468-0001 植田山5丁目126番1 （052）837-7555

4 青木内科 青木　毅、石澤　芳子 468-0065 中砂町534番地 (052)836-5741

5 浅井クリニック 浅井　保行 468-0074 八幡山323 (052)831-0352

6 浅野内科クリニック 浅野　正裕 468-0051 植田3-1303 (052)804-5130

7 あだちクリニック 安達　啓 468-0077 八事山220 （052）831-9762

8 あんどうこどもクリニック 安藤　嘉浩 468-0030 平針台1-1013 （052）800-2400

9 いさじ医院 伊佐治　文朗 468-0074 八幡山1413 (052)835-1323

10 井澤眼科 井澤　智広 468-0002 焼山2丁目423番地 （052）806-5588

11 いずメンタルクリニック 宍戸　伸隆 468-0015 原5-2612-1　スギ薬局原南店2F （052）806-2011

12 伊藤クリニック 伊藤　雅則 468-0055 池場3丁目1820番地 (052)802-2383

13 伊藤整形外科 伊藤　隆安 468-0053 植田南3-812 (052)802-2811

14 いなぐま整形外科クリニック 稲熊　雅彦 468-0055 池場3丁目1215 （052）801-8181

15 伊奈クリニック 伊奈　康孝、伊奈　幸子、伊奈　孝一郎 468-0011 平針3-111　名東ビル2Ｆ (052)808-1717

16 イルマーレレディースクリニック 松浦　聖睦 468-0056 島田四丁目2904番地 （052）801-5252

17 岩山小児科 岩山　精三 468-0049 福池2丁目24 (052)896-2080

18 宇井こどもクリニック 宇井  利夫 468-0012 向ヶ丘2丁目1205－1 (052)800-3155

19 植田こころのクリニック 大竹　啓史 468-0051 植田3-1704 （052）800-0556

20 うえだ耳鼻科クリニック 近藤　清隆 468-0009 元植田2丁目2408番1 (052)800-3314

21 植田西クリニック 清水　剛 468-0058 植田西2-804 （052）680-7220

22 植田山クリニック 殿村  邦彦 468-0001 植田山4－222 (052)835-3030

23 梅が丘内科とアレルギーのクリニック 芝﨑　正崇 468-0004 梅が丘5丁目2603 （052）800-4680

24 ウルマ耳鼻咽喉科 宇留間　善之 468-0038 山根町336番地 (052)801-2115

25 江崎外科 江崎　優 468-0015 原2丁目2901 （052）803-2411

26 ＭＡクリニック 小林　正径 468-0002 焼山1-502-1 （052）809-2210

27 太田内科クリニック 太田　隆之 468-0012 向が丘2-1407 (052)801-3955

28 おおみ内科 大見　仁斉 468-0020 平針南4丁目1202番地 （052）803-0031

29 おかもとファミリークリニック 岡本　哲 468-0055 池場3-517 （052）806-4800

30 おときき山泌尿器皮フ科 小川　忠 468-0067 池見2－229 (052)834-7002

31 おにたけ整形外科 鬼武　義幹、鬼武　宏行 468-0023 御前場町258番地 (052)803-2005

32 おばた産婦人科クリニック 小畑　直子 468-0013 荒池2丁目3306番地 （052）875-7569

33 表山クリニック 魚住　義明、魚住　君枝子 468-0069 表山1丁目1760 (052)835-0281

34 かがみ整形外科・外科 鏡味　毅 468-0047 井の森町201 (052)895-8175

35 掛川クリニック 掛川　喜生 468-0061 八事天道917-3 (052)861-7801

36 木村耳鼻咽喉科 木村  利男 468-0066 元八事1丁目43番 (052)837-0758

37 くずしまクリニック 葛島　達也 468-0015 原4-1903 (052)802-0111

38 くつなこどもクリニック 朽名  文子 468-0015 原3-804 (052)804-2500

39 くりた内科クリニック 栗田　章由 468-0066 元八事4-84 （052）848-7300

40 クリニックそれいゆ 玉山　昌徳 468-0026 土原1丁目169番地 (052)802-6111

41 けやき訪問クリニック 中西　康介 468-0051 植田1-1707　シャトウスサキⅡ　105号 （052）680-7610

42 こうのすクリニック 日比野　祐介 468-0002 焼山2丁目206 （052）800-1332

43 ごうホームクリニック 伊藤　剛 468-0015 原1-1410　サンモール原103 （052）803-5005

44 ごとう内科クリニック 後藤　邦彦 468-0049 福池2丁目291 （052）893-0510

45 こばやし耳鼻科 小林　孝誌 468-0052 井口1-1510 （052）804-8833

46 これちか内科クリニック 尾形  惟愛 468-0045 野並3丁目422 (052)899-0880

47 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 佐井　雄一 468-0011 平針2丁目1906番地　KMビル2F (052)847-5110

48 酒井皮ふ科 酒井  良憲 468-0022 高島2丁目1807番地 (052)800-3600

49 さくらぎ整形外科 櫻木　哲太郎 468-0020 平針南4丁目1202番地 （052）807-3939

50 サクラクリニック 野田　泰永 468-0033 一ツ山2-6 （052）801-393１

51 さとう内科循環器科クリニック 佐藤　昭彦 468-0015 原2-805 （052）800-8100

52 さのすこやかクリニック 佐野　洋史 468-0009 元植田2-1601 （052）800-7755

53 さもとクリニック 佐本  哲男、佐本　真澄 468-0014 中平3丁目2010 (052)800-3006

54 老人保健施設　しおがま 山田　堅一 468-0072 大坪2丁目601 （052）831-8100

55 しおがま眼科クリニック 仁上　靖 468-0073 塩釜口2丁目1105番地 （052）835-7700

56 しおがま皮ふ科クリニック 仁上　律子 468-0073 塩釜口2丁目1105番地　2Ｆ （052）861-7041

57 しばた整形外科 柴田　正人 468-0002 焼山2-1206 （052）800-1200

58 しまだ中央クリニック 井上　達 468-0041 保呂町1708-2 (052)809-2561

59 清水産婦人科 清水　喜代治 468-0058 植田西2丁目902番地 （052）801-1666

60 新生会第一病院 伊奈　研次、藤井　恵 468-0031 高宮町1302 （052）808-2100

61 鈴木眼科医院 鈴木　直子 468-0056 島田２丁目８１１ （052）803-2277

62 すずきクリニック耳鼻咽喉科 鈴木　洋平 468-0015 原4-802 （052）806-3317

63 すずき内科クリニック 鈴木　伸 468-0006 植田東3-1103 (052)806-7700

64 すみれ内視鏡クリニック 吉井　幸子 468-0015 原1-2001　旭ビル1A （052）802-0330

65 関谷平針メンタルクリニック 関谷　紫 468-0011 平針2-1906　ＫＭビル3Ｆ B号室 (052)806-7910
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66 せんだクリニック 千田　憲一 468-0009 元植田2丁目2314-1　 （052）847-2022

67 竹内外科内科クリニック 竹内　啓 468-0026 土原4-627 (052)802-7613

68 たけうち心療内科 竹内　聡 468-0051 植田三丁目1518　ｸﾛｯｸﾀﾜｰ植田1F （052）806-0155

69 竹浦医院 竹浦　茂樹、竹浦　千夏 468-0045 野並２－１９０ (052)896-7006

70 竹下クリニック 竹下　健也 468-0067 池見2-236 (052)831-1558

71 竹島クリニック 竹島　彰彦 468-0022 高島2-2611 （052）805－8355

72 種村ウィメンズクリニック 種村　光代 468-0045 野並1-265 （052）799-6121

73 田森整形外科 田森  圭一 468-0056 島田１丁目１１１７番地 (052)800-5550

74 てらしま医院 寺嶋　敏夫 468-0053 植田南3-111　エクセル植田1Ｆ (052)805-8282

75 天白橋内科内視鏡クリニック 野田　久嗣 468-0015 原1-102 (052)808-7201

76 天白宮田クリニック 宮田　金泰、宮田　雅弘 468-0008 一本松2-1102 (052)802-3311

77 東樹会病院 近藤　寛樹 468-0015 原1-1307 （052）802-1101

78 糖尿病・内分泌内科TOSAKI 戸崎　貴博 468-0009 元植田2丁目1007 （052）800-2333

79 とだ耳鼻咽喉科 戸田　興介 468-0043 菅田1丁目2610 （052）800-3325

80 とんぼケ丘クリニック 神部　佳子、武内　義哲 468-0030 平針台1-409-2 (052)803-1233

81 ないとう腎・泌尿器科クリニック 内藤　和彦 468-0009 元植田2丁目304番1 （052）803-7110

82 中谷レディースクリニック 中谷　剛彬 468-0015 原1丁目1905 （052）804-0020

83 名古屋天白クリニック 田村　有人 468-0048 中坪町193-1 （052）899-0633

84 並木病院 山本　勇夫、並木　一代 468-0013 荒池2丁目1101番地 （052）848-2000

85 にん内科 任  書煌、任　隆光、平松　明人 468-0058 植田西１丁目４０９番地 (052)801-7110

86 のなみ眼科 森　佳月子 468-0046 古川町91 （052）892-3411

87 のなみ心療クリニック 奥田　幸子 468-0045 野並2丁目440　野並ビル4Ｆ （052）938-5561

88 はせがわクリニック　内科・消化器内科・皮膚科 長谷川　俊之 468-0031 高宮町1308 （052）800-3711

89 八田眼科クリニック 八田　善幸 468-0049 福池1-314-1 （052）899-3888

90 はっとり耳鼻咽喉科 服部　寛一 468-0045 野並2-440　野並ビル2階 （052）899-3314

91 はま内科・神経内科クリニック 濱　哲夫 468-0015 原1-409 （052）800-2200

92 林皮膚科 林　至 468-0063 音聞山１６０３番地 (052)836-1112

93 はやたクリニック 早田　篤司 468-0051 植田3-1603　名鉄交通植田ビル1Ｆ （052）838-5585

94 はら眼科 伊藤  文子 468-0015 原1-1910 グランドメゾンサン原1Ｆ (052)805-3900

95 ばんのクリニック 坂野　閣紀 468-0028 島田黒石710-1 （052）800-3066

96 久方クリニック 鈴木　理 468-0034 久方2丁目8番 (052)806-1500

97 一ツ山クリニック 古川　剛 468-0038 山根町333 (052)805-3611

98 平針医院 水野　謙司 468-0012 向ヶ丘四丁目105番地 (052)801-2633

99 平針団地診療所 杉野　茂生、杉野 律朗 468-0020 平針南1丁目214 (052)801-4355

100 平針原クリニック 朽名 昌彦 468-0015 原3-803 (052)804-0311

101 ひろせ内科脳神経科クリニック 廣瀬  善清 468-0056 島田3丁目602 (052)801-5400

102 ファミリーメンタルクリニック 河村　雄一 468-0015 原1-210　原ｺｰﾈﾙﾋﾞﾙ1Ｆ （052）803-1515

103 星野皮膚科 星野  臣平 468-0015 原1丁目1802番地 (052)804-0120

104 堀田皮膚科 堀田　亮子 468-0015 原５－１２０２ (052)803-8650

105 まえだ眼科 前田　真理子 468-0020 平針南4丁目1202 （052）918-2821

106 マーガレットクリニック 松尾　大志 468-0011 平針1-1907　ほっと平針2B （052）838-6688

107 松川クリニック 松川　武平、松川　和平 468-0026 土原4-404 (052)801-0311

108 松田内科クリニック 松田　良平 468-0009 元植田１－３００２ （052）847-0330

109 みうら皮フ科クリニック 三浦　和久 468-0015 原5-2612-1　スギ薬局原南店2F （052）875-4112

110 みずたに眼科 水谷　武史 468-0031 高宮町1308 （052）803-3030

111 めぐみクリニック 広田　京子 468-0014 中平4-204 （052）801-0888

112 メディコ平針 荒木　聰 468-0013 荒池2-1201 （052）802-0023

113 もとくら眼科 元倉  智博 468-0051 植田1-808-1 (052)808-0806

114 元八事整形外科・形成外科 長谷川　守正 468-0066 元八事１－２４２ (052)839-0550

115 八事病院 河野　親夫、水谷　浩明 468-0073 塩釜口1-403 （052）832-2111

116 八事ホームケアクリニック 尾山　卓 468-0069 表山2-2404　ナトゥーラ八事ビル1Ｆ (052)832-5133

117 八事レディースクリニック 稗田　茂雄 468-0063 音聞山810 (052)834-1060

118 安江内科クリニック 安江　直二、安江　祐二 468-0024 大根町370 　(052)848-1788

119 やすまゆファミリークリニック 岸本　泰明、岸本　磨由子 468-0022 高島1-204 （052）800-1211

120 やまだ整形外科 山田  英嗣 468-0013 荒池2丁目1607 (052)800-1230

121 ゆうファミリアクリニック 山内　達司、山内　悠司 468-0051 植田1-2116　　88ビル (052)801-1388

122 介護老人保健施設　リハビリス井の森 原田　明生 468-0047 井の森町18 （052）899-5588

1 相生山病院 佐藤　貴久、佐藤 徹 458-0813 藤塚3-2704 (052)878-3711

2 相生山ほのぼのメモリークリニック 松永　慎史 458-0011 相川2丁目105 （052）896-0088

3 相川みんなの診療所 梶野　真一 458-0011 相川三丁目246-2 （052）875-3792

4 あおやま胃腸内科外科 青山　浩幸 458-0817 諸の木3丁目1202 （052）876-1300

5 阿部医院 阿部　稔雄 458-0015 篠の風1-1301 （052）895-7345

6 有木整形外科 有木　圭之 458-0810 八ツ松1-202 (052)877-8289

7 池上台Ｋ’sクリニック 金井　彰夫 458-0044 緑区池上台1丁目196 （052）891-3181
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8 泉谷ふれ愛クリニック 泉谷　正伸 458-0848 鳴海町水広一丁目902番地の1 （052）879-2022

9 伊藤医院 伊藤　久惠 458-0047 古鳴海2丁目138 (052)891-7121

10 いとう脳神経クリニック 伊藤　元一 458-0852 元徳重2-104 （052）877-7511

11 みみはなのど岩島クリニック 岩島　洋一郎 458-0810 八つ松二丁目102番地 （052）629-0087

12 うえすぎクリニック 上杉　道伯 458-0910 桶狭間森前2801 （052）621-0400

13 うばこ山整形外科クリニック 小野　芳裕 458-0830 姥子山4-104 （052）623-1121

14 うらさと内科ハートクリニック 許　聖服 458-0847 浦里4丁目87 (052)892-7223

15 大清水クリニック 柴田  真一 458-0806 大清水西201 (052)879-3388

16 大高医院 平野　繁 459-8001 大高町字中屋敷62番地の1 （052）621-2417

17 岡田内科クリニック 岡田　源義 458-0036 六田1-324 (052)621-6666

18 尾崎山内科クリニック 林　邦彦 458-0024 尾崎山2-1005-1 （052）626-3755

19 兼松医院 立石　史子 458-0041 鳴子町４－７５ (052)896-3618

20 かみさわクリニック 鈴木　眞砂 458-0014 神沢1-2007 (052)877-6647

21 かみのくら整形外科 加藤　斉 458-0808 東神の倉三丁目1805番地 （052）875-0555

22 川原医院 川原　昌巳 458-0045 鹿山3-10 (052)891-9811

23 川本医院 川本　雅徳 458-0824 鳴海町字有松裏８－１ (052)621-7700

24 耳鼻咽喉科 きしもとクリニック 岸本  厚 458-0804 鳴海町亀ケ洞1-702 (052)878-6661

25 きむら内科小児科クリニック 木村 尚子、木村　仁志 458-0812 神の倉3丁目10番地 (052)876-8776

26 内科胃腸科　くすがみクリニック 楠神　和男 458-0830 姥子山4丁目102番地 （052）626-8880

27 くまのまえファミリークリニック 梅村　修一郎 458-0802 兵庫1丁目411番地の2 (052)876-3351

28 小出耳鼻咽喉科 小出　純一 458-0021 滝ノ水4丁目306番地 (052)895-7222

29 こうの整形外科 河野　久 458-0847 浦里2-174 (052)891-8131

30 コスモスこどもクリニック 前田　敏子 458-0006 細口3丁目531 (052)877-7588

31 こばやしファミリークリニック 小林　郁生 458-0002 桃山2丁目5-2 （052）875-0321

32 さかざき医院 坂崎　由紀夫 458-0021 滝ノ水4丁目1501番地 (052)891-1233

33 さがら整形外科 相良　学爾 458-0848 水広二丁目121-1 （052）875-0075

34 さくら医院 溝口　公士 458-0041 鳴子町3-49 （052）892-7300

35 さそうクリニック 佐宗　克久 458-0924 有松2617番地　ｱｲﾎﾞﾘｰ有松2Ｆ （052）621-0340

36 佐藤医院 佐藤　弘男 458-0045 鹿山1-43 (052)896-4175

37 さわ眼科 澤　浩 458-0001 梅里町１丁目84番地 （052）875-0038

38 清水山整形外科クリニック 米澤　正人 458-0910 桶狭間森前2125 （052）629-0880

39 しもざとクリニック 下郷　卓弥 458-0044 池上台2丁目266番地 （052）891-5111

40 白土永田眼科 永田　徹也 458-0808 東神の倉三丁目3406番 （052）878-8780

41 白土いとうクリニック 伊藤　良太郎、伊藤　薫子 458-0813 藤塚3-1619-1 （052）878-0033

42 千賀内科外科クリニック 千賀　美紀 459-8001 大高町亀原62 （052）621-9477

43 第２しもざとクリニック 下郷 泉 458-0031 旭出1-511 (052)895-7111

44 たかぎファミリークリニック 髙木　大志 458-0013 ほら貝3-96 （052）848-8900

45 高橋ファミリークリニック 高橋　信雄 458-0826 平子が丘1503番地 （052）622-1131

46 滝の水クリニック 内川 厚司 458-0031 旭出2-626 (052)892-2522

47 竹内クリニック 竹内　文康 458-0804 亀が洞1丁目1608 （052）875-0122

48 たけうち整形外科 竹内　正典 458-0037 潮見が丘2-250 （052）899-5520

49 武田ハートクリニック 武田　功 458-0851 熊の前1-117 （052）876-1180

50 多代小児科 多代　正彦 458-0801 鳴海町山ノ神125-1 （052）892-1101

51 徳重ウイメンズケアクリニック 青木 豊和 458-0815 徳重2丁目1810番 (052)877-1333

52 徳重おかもとクリニック 岡本　泰幸 458-0004 乗鞍1丁目1304 （052）878-3330

53 徳重整形外科クリニック 土屋　大志 458-0804 亀が洞1丁目1310 （052）878-8858

54 徳重ながさわクリニック 長澤　圭一 458-0815 徳重2丁目1621 （052）875-0550

55 徳重はりがや循環器内科 針谷　浩人 458-0815 徳重1-1415 （052）838-8370

56 永井内科クリニック 永井 弘 458-0041 鳴子町1-54-2 (052)891-2970

57 中島整形外科 中島　敏光 458-0835 鳴海町上汐田240 （052）621-1288

58 中根産婦人科 中根　茂雄 458-0011 相川2-126 （052）895-1177

59 中野循環器内科＆えがおこどものクリニック 中野 佐上 458-0033 相原郷1-1901 (052)895-1777

60 ナラティブクリニック　みどり診療所 富田　崇由 458-0021 滝ノ水1-908　1階 （052）918-2448

61 鳴子クリニック 藤田　寛二 458-0041 鳴子町1丁目44番地2 （052）895-7651

62 なるこ田中医院 田中　智子 458-0041 鳴子町4-35 （052）895-2757

63 鳴海クリニック 平松 定彦、横山　逸男 458-0847 浦里町5丁目50番地 (052)626-2626

64 野並クリニック 谷口　和人 458-0841 鳴海町小森8-6 (052)895-3322

65 野々田医院 野々田 浩一 458-0038 作の山町１５ (052)895-3279

66 眼科　はせ川こうクリニック 長谷川　公 458-0802 兵庫一丁目108番地 (052)879-1828

67 阪野医院 阪野 日出男 458-0833 青山2-147-2 (052)621-5800

68 ひがみ内科 樋上 昌男、樋上　勝也 458-0808 東神の倉3-530 (052)876-2127

69 平岩病院 藤井　康 458-0801 鳴海町相原26 （052）621-0002

70 ひらおクリニック 平尾  哲夫 458-0003 黒沢台4丁目1106 (052)879-1581

71 平松内科クリニック 平松 幸治 458-0015 篠ノ風3-112 (052)878-1230

72 広瀬内科クリニック 広瀬　聡 458-0830 姥子山1丁目608 (052)629-0770

73 介護老人保健施設フジタ 廣岡　良文 458-0821 鳴海町字尾崎山43-640 （052）623-3914

74 藤田外科 藤田　喜正 458-0820 境松2-333 （052）621-4323
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75 藤内科クリニック 藤　明彦 458-0002 桃山3丁目902－2 （052）878-5100

76 ほった整形外科 堀田　功一 458-0011 相川3-7　ｱｲｲｰﾋﾞﾙ1階 （052）879-2662

77 ほりさわ皮ふ科 堀澤　明子 458-0848 水広1-1030 (052)877-1900

78 みずのクリニック　水広分院 小野　正孝 458-0848 水広3丁目806番地 （052）875-0021

79 緑こどもクリニック 岩村　春樹 458-0004 乗鞍1-404 (052)877-0022

80 みどり訪問クリニック 姜　琪鎬 458-0007 篭山1-109-1　ｼﾃｨｺｰﾎﾟ小坂南102 （052）680-7030

81 みどり松川クリニック 松川　幸平 458-0045 鹿山2-40 (052)899-3200

82 南大高整形外科リハビリクリニック 柴田　芳宏 459-8002 森の里1-302 （052）625-3730

83 みやぎ内科 宮城 裕 458-0004 乗鞍1-801 (052)877-1011

84 宮島クリニック 宮島　和之 458-0837 赤松202 (052)879-0500

85 桃山こどもクリニック 山本　康人 458-0001 梅里二丁目5-1 （052）853-9333

86 桃山診療所 藤田　亜紀子 458-0002 桃山1-54 （052）876-8880

87 もりかわファミリークリニック 森川　友裕 458-0848 水広2-119 （052）879-6511

88 森瀬内科 森瀬 公友 458-0008 平手北1-902 (052)877-9900

89 もろの木こどもクリニック 諸岡　正史 458-0817 諸ノ木3-502 （052）878-8878

90 安田整形外科リハビリテーション科クリニック 安田　健太郎 458-0015 篠の風2-417 （052）875-8777

91 山田クリニック 山田　富美子 458-0043 万場山2-101 （052）891-5211

92 山本内科 山本　幸一郎 458-0847 浦里3-163 (052)891-1500

93 ロイヤルベルクリニック 丹羽　慶光、小栗　久典 458-0848 水広1-1715 （052）879-6660

94 わかさとクリニック 長谷川　義武 458-0847 浦里1丁目98番地 (052)899-3788

95 渡辺医院 平松　京子 458-0041 鳴子町3-52-7 (052)896-5571

1 あいこ女性クリニック 牧野　亜衣子 465-0091 よもぎ台2-904 （052）777-8080

2 あさの整形外科 稲生　秀文 465-0097 平和が丘5-40 （052）777-5525

3 朝日クリニック 朝日憲治、朝日知子 465-0004 香南１－４１７ (052)779-2435

4 アスクレピオス診療院 服部　泰輔 465-0086 代万町3-11-1　ｴｲｼﾞﾄﾋﾟｱ星ヶ丘ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾋﾞﾙ2F （052）253-5174

5 雨宮整形外科医院 雨宮 浩 465-0093 一社2-169 (052)701-6303

6 いけだ整形外科 池田　允彦 465-0051 社ヶ丘2-701 （052）703-5311

7 いだか台クリニック 遠山　道宣 465-0028 猪高台2-410-2 （052）760-0701

8 一社アレルギー科・こどもクリニック 鳥居　明子 465-0093 一社二丁目87　プラザ・タマ1F （052）705-4122

9 一社クリニック 春日 輝明 465-0093 一社4-211 (052)702-7600

10 いはら内科外科クリニック 伊原　直隆 465-0091 よもぎ台2-616 （052）773-0021

11 今井内科胃腸科クリニック 今井　英人 465-0097 平和が丘5-27 (052)771-3322

12 大屋内科 大屋 敬彦 465-0057 陸前町2511 (052)703-1855

13 押谷皮膚科 押谷　佳美 465-0024 本郷2-63　ザ・ウィングス2F （052）772-8555

14 かきぬま整形外科 柿沼　工 465-0086 代万町3-11-1　ｴｲｼﾞﾄﾋﾟｱ星ヶ丘ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾋﾞﾙ1Ｆ （052）701-6801

15 加藤クリニック 加藤　正子 465-0063 新宿2-290 (052)703-1271

16 加藤内科胃腸科クリニック 加藤  哲夫 465-0093 一社２丁目５ (052)709-7717

17 上社眼科 伊藤　理恵 465-0025 上社二丁目3番1 （052）773-7734

18 川村小児科 川村　正彦、星野　真貴子 465-0025 上社2-42-1 (052)777-0776

19 北川内科 北川　渡 465-0037 藤香町14 （052）774-1833

20 きふねこどもクリニック 露木　ますみ 465-0055 勢子坊１丁目1403番地 （052）701-1088

21 きふねホームクリニック 露木　涼子 465-0055 勢子坊１丁目1306　勢子坊ハイツE （052）770-9354

22 木村病院
木村衛、木村恵子、　　木村　雅
昭、堀米秀夫、中島晶、西田　圭

吾、　門司貴文
465-0087 名東本通2丁目22-1 (052)781-1119

23 くずやクリニック 葛谷　和夫 465-0024 本郷二丁目94-1　みふくビル２Ｆ （052）769-0007

24 こだまクリニック 児玉　充央 465-0053 極楽1丁目１番地 （052）705-0550

25 こんどうクリニック 近藤  薫 465-0053 極楽４丁目１３０５番地 (052)709-5055

26 さいとう整形外科リウマチ科 斉藤　究 465-0097 平和ヶ丘1-10 （052）776-3110

27 さとう耳鼻咽喉科 佐藤　正博 465-0068 牧の里1-1310 (052)702-3033

28 さとう乳腺内科・健診クリニック 佐藤　成憲 465-0093 一社2-8　オオタ一社ビル （052）702-3330

29 末永医院 末永　義人 465-0025 上社5-915 (052)701-8578

30 須賀耳鼻咽喉科 須賀　克己 465-0005 香流1-1108 (052)773-3387

31 すぎやま病院 杉山　良太 465-0092 社台三丁目10番地 （052）774-8222

32 たかぎクリニック 髙木　英樹 465-0023 石が根町98 （052）774-5552

33 循環器内科と心臓リハビリの高針クリニック 竹中　真規、塩井  健介 465-0061 高針1-１525 (052)703-7070

34 高針台整形外科クリニック 古山　誠也 465-0054 高針台2丁目103-4 （052）709-2233

35 武井医院 武井　禧明 465-0013 社口2-1001 （052）771-1139

36 竹内内科 竹内　東洋 465-0024 本郷2-89 （052）771-6021

37 東名ｸﾘﾆｯｸ 渡辺　登 465-0003 延珠町１３０１番地 （052）772-2951

38 中村クリニック 中村　俊信 465-0068 牧の里2-1907 （052）703-5165

39 長坂こどもクリニック 長坂　正人 465-0087 名東本通3-48-1 (052)701-5800

40 ながた内科クリニック 永田　威 465-0094 亀の井1-214-2 （052）703-3773

41 なごや東在宅ケアクリニック 大江　公晴、大江収子 465-0077 植園町3丁目18番地 （052）783-7581

42 虹ケ丘クリニック 寺尾　統彦 465-0077 植園町1丁目2番地 (052)782-7006

名　東　区
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43 にじが丘皮ふ科形成外科 宮下　哲 465-0086 代万町3-11-1　ｴｲｼﾞﾄﾋﾟｱ星ヶ丘ﾋﾞﾙ2F （052）602-4864

44 西山クリニック 西山　仁 465-0025 上社1-704　宏和駅前ビル （052）771-1600

45 西山産婦人科・内科 西山　朗 465-0086 代万町1-93 （052）701-3565

46 西山団地内科胃腸科 大脇　俊宏、後藤　花子 465-0084 西里町1-36 (052)701-1121

47 白楊会病院 山本 明和、角尾　英男 465-0025 上社4-181 (052)703-2226

48 はせがわクリニック 長谷川 義夫 465-0061 高針3-406 (052)702-1088

49 はなみずきクリニック 木村　行雄 465-0048 藤見が丘25番2　藤が丘ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ1Ｆ （052）773-4100

50 東名古屋病院 渡邊　正範 465-8620 梅森坂五丁目101番地 （052）801-1151

51 藤が丘ｅｆｆｅファミリークリニック 坂　勇輝 465-0032 藤が丘170-4　藤が丘エフ2Ｆ （052）772-3333

52 藤が丘オーキッドファミリークリニック 伊藤　祐一 465-0032 藤が丘143　藤が丘公団1号棟2Ｆ （052）768-5331

53 ふじのもりｔｏＵクリニック 南舘　謙 465-0048 藤見が丘25-2　藤が丘ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ3Ｆ （052）778-8517

54 星ヶ丘クリニック 河原崎　富強 465-0084 西里町5-35 （052）709-6855

55 星のまちクリニック 安田　隆弘 465-0072 牧の原3-301 （052）709-3301

56 本郷クリニック 牧　篤彦 465-0025 上社2-69 (052)771-7311

57 前田医院 前田　敏夫、前田　憲希 465-0065 梅森坂3-5201 (052)703-3000

58 まこと整形外科 加藤　真 465-0063 新宿2丁目295番地 （052）709-5556

59 松本内科 松本　琢磨 465-0092 社台1-6 （052）773-4117

60 マルモブレストクリニック 竹内　透 465-0024 本郷2-124-1 （052）-771-6111

61 みうら内科クリニック 三浦　義孝 465-0094 亀の井二丁目180番地 （052）703-8817

62 メイトウホスピタル 加藤　公彦、本田　圭祐 465-0025 上社3-1911 (052)701-7000

63 名東老人保健施設 山内　学 465-0064 大針3-118 （052）704-1005

64 安井クリニック 安井　保、安井　桂子 465-0087 名東本通4-26 （052）701-1176

65 若月こどもとアレルギーのクリニック 若月　準 465-0069 高針荒田1901 （052）788-7581

66 若葉台クリニック 鈴木　信子、鈴木　正利 465-0015 若葉台502　若葉台ビル1F (052)777-2888

67 若松医院 若松 良隆 465-0091 よもぎ台3-1315 (052)776-2161

68 わたなべ整形外科運動器クリニック 渡邊　裕規 465-0094 亀の井1-214-2 （052）704-4711

69 渡辺内科 渡辺 穎介 465-0042 照が丘２１２ (052)777-0211

70 わたべ耳鼻咽喉科 渡部　啓孝 465-0057 陸前町3308-2　グレイス伸和1F （052）753-7336

1 青山内科ハートクリニック 青山　豊 466-0815 山手通3-3 （052）875-8181

2 あさもとクリニック産婦人科 朝元　健次 466-0843 菊園町4-30-1 （052）851-4111

3 阿由知通山路整形外科 山路　倫生 466-0027 阿由知通2-6-2 （052）735-6263

4 石川橋クリニック 村松　博文 466-0843 菊園町4-32 (052)853-5556

5 伊藤内科 伊藤　祐二 466-0058 白金2-13-4 (052)881-4040

6 岩田クリニック 岩田　聡敏 466-0044 桜山町4丁目71　夏目ビル2Ｆ （052）859-1066

7 いわた整形・外科・内科クリニック 岩田　佳久 466-0845 藤成通6-12 （052）841-0303

8 宇野内科 宇野　岳人 466-0843 菊園町2-20 （052）841-0632

9 おがわ内科 小川　勝己 466-0801 田面町2-28-1 (052)759-1234

10 小栗皮ふ科 小栗　貴美子 466-0856 川名町2-59 （052）751-2252

11 オレンジクリニック 阿部　祐士 466-0842 壇渓通1丁目36番地　ﾊﾋﾟﾈｽ川名1階 （052）861-0062

12 甲斐クリニック 甲斐　司光 466-0814 妙見町32-2 （052）836-9136

13 かわな病院 石田　治、沼尻　保 466-0807 山花町50 （052）761-3225

14 北山クリニック 市村　格、市村　みゆき 466-0006 北山町2-34-4 （052）733-1560

15 きまた整形外科クリニック 木俣　一郎 466-0054 円上町24-17 （052）883-3636

16 ごきそ腎クリニック 宮﨑　高志、鶴見　達也 466-0051 御器所二丁目9-7 （052）872-1900

17 小早川医院 小早川　裕之 466-0821 前山町1-19 （052）752-0800

18 さかいクリニック 酒井　喜正 466-0855 川名本町3-79 （052）734-8000

19 産婦人科　柴田クリニック 柴田　均 466-0027 阿由知通5-7 （052）851-2121

20 昭和在宅クリニック 宮嶋　尊則 466-0855 川名本町1-47-2　レイナビル1F （052）380-5904

21 杉浦医院 森　亮太 466-0815 山手通5-33-1 (052)832-1063

22 鈴木内科 鈴木　勝雄 466-0831 花見通2-10 （052）832-3120

23 だいまちクリニック 澤崎　直規 466-0033 台町3-4-1 （052）851-5568

24 滝川いきいきクリニック 池内　克彦 466-0826 滝川町10-1 （052）839-1112

25 たけうちファミリークリニック 武内　有城 466-0858 折戸町5-45 （052）752-1780

26 立松医院 立松 廣 466-0046 広見町5-55 (052)841-3844

27 長寿包括ケアクリニック 岩尾　智、星　真哉 466-0826 滝川町31番地48の2 （052）838-5081

28 つむぎファミリークリニック 森永　太輔 466-0833 隼人町3-4 （052）861-2600

29 鶴舞クリニック 山田　勝康 466-0064 鶴舞3丁目23-18　山清ﾋﾞﾙ6F （052）733-1393

30 てしがわらファミリークリニック 勅使河原　志保、勅使河原　敬明 466-0027 阿由知通１-3-4 （052）741-0101

31 戸田内科耳鼻咽喉科医院 戸田 信正、戸田 美江 466-0851 元宮町6-11-1 (052)751-4932

32 服部内科・胃腸科・小児科・皮フ科医院 服部 正美、服部 ひろ子 466-0051 御器所2丁目11-3 (052)882-1010

33 ほりえクリニック 堀江  健司 466-0844 荒田町5-1-2 (052)859-3040

34 前田整形外科クリニック 前田　登 466-0815 山手通3-9-1　日興山手通ビル2Ｆ （052）861-2251

35 まつき内科クリニック 松木　孝 466-0014 東畑町2-35　ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ1Ｆ西 （052）753-5678

36 みちはたこどもクリニック 道端　正孝 466-0031 紅梅町3-2-1 (052)841-3355

昭　和　区
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37 三つ葉在宅クリニック 中村　俊介 466-0015 御器所通3-12　御器所ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ3階 （052）858-3281

38 みらいクリニック 林　澤 466-0854 広路通１－１７－１　ショウエイビル1F (052)751-6622

39 むぎしまファミリークリニック 麥島　明彦 466-0821 前山町1-5 （052）734-2217

40 メドック健康クリニック 吉田　亮人 466-0857 安田通4-3 （052）752-1125

41 元宮クリニック 田中　恵美子 466-0851 元宮町5-10-2 （052）761-3901

42 八事クリニック 半田　容子 466-0815 山手通５丁目１－１　ヒルクレスト２Ｆ (052)836-5655

43 八事在宅クリニック 川崎　俊 466-0833 隼人町10-4　杁中ハイツ301 （052）848-8081

44 安井病院 安井　元司 466-0053 滝子町27-19 (052)881-3004

45 矢守こどもクリニック 矢守　信昭 466-0826 滝川町４７-６６ （052）834-0118

46 ゆあさ内科クリニック 湯浅　博光 466-0053 滝子町２８-２０　アーバン滝子１F （052）693-8553

47 よこいクリニック 横井　和麻呂 466-0052 村雲町9-7 (052)881-1195

48 若山医院 若山　忠士 466-0026 陶生町1-4 （052）851-1331

49 わたなべ内科クリニック 渡邊　源市 466-0815 山手通3-8-1　日本調剤山手通ビル2F （052）861-3450

1 伊藤しあわせクリニック 伊藤　嘉康 457-0027 弥生町14番地 (052)823-4122

2 井上医院 井上　博基、井上　喜久江 457-0039 西桜町77番地 (052)811-3550

3 植谷医院 植谷　忠昭 457-0005 桜台1-14-1 (052)811-3468

4 太田皮フ科クリニック 太田　多美、太田　義治 457-0012 菊住2-17-23 （052）822ｰ3660

5 大髙クリニック 大髙　一則 457-0031 鯛取通4-1　第一田口ビル2Ｆ (052)825-0033

6 カネマキ医院 印牧  研吾 457-0005 桜台2-18-32 (052)811-0138

7 きむら泌尿器科クリニック 木村　祐介 457-0843 忠次1-1-6　メディカルガーデン名古屋南3Ｆ （052）692-0080

8 きりやまクリニック 桐山　昌伸 457-0038 桜本町43-1 （052）811-0881

9 Ｋこどもクリニック 笠井　啓子 457-0007 駈上2-1-16 (052)821-2221

10 ごうクリニック 伊藤　剛 457-0006 鳥栖二丁目3-1 （052）821-3883

11 在宅支援なごや南ホームクリニック 山内　裕士 457-0014 呼続1-12-7　フォーサイト101 （052）990-1871

12 桜本町クリニック 加藤　正俊 457-0038 桜本町45 （052）811-2728

13 善常会リハビリテーション病院 岡田 温、小川修、木村　知寛 457-0046 松池町1-11 (052)811-9101

14 つげ整形外科 柘植　哲 457-0846 道徳通3丁目41番地 （052）691-6018

15 つるた医院 鶴田　光敏 457-0004 中江二丁目10-22 （052）822-7050

16 豊田クリニック 大谷　由幸 457-0841 豊田一丁目25番11号 （052）691-7807

17 なごや在宅クリニック 佐藤　公彦 457-0024 赤坪町6番地 （052）819-6166

18 並木クリニック 並木　祥代 457-0862 内田橋2-10-22 （052）691-2000

19 新美クリニック 新美　岳 457-0022 明円町45-2 （052）824-1123

20 藤井医院 藤井 了 457-0049 北内町1-3-2 (052)822-2451

21 星崎診療所 喜多村　眞弓 457-0064 星崎1-123 （052）821-9201

22 細川内科・皮フ科 細川　孝 457-0038 桜本町2-20 (052)822-2100

23 まつおかクリニック 松岡　慎 457-0005 桜台1-27-6 （052）811-1811

24 三井化学株式会社　名古屋工場健康管理室 吉田　彩夏 457-8522 丹後通2-1 （052）614-2124

25 宮田医院 宮田　和幸 457-0847 道徳新町5-21 （052）691-1490

26 やくし整形クリニック 加藤　光康 457-0048 大磯通4丁目21番 （052）821-8941

27 山口病院 山口　賢司、山口　勇 457-0836 加福本通3-28 (052)611-6561

28 山口レディスクリニック 山口 一雄 457-0007 駈上2-7-1 (052)823-2121

1 新瑞橋ネフロクリニック 西本　裕美子 467-0833 鍵田町二丁目20番 （052）852-0222

2 石田ペインクリニック 石田　進 467-0806 瑞穂通3-14　ＳＴ瑞穂ビル3Ｆ （052）851-6007

3 いしはらクリニック 石原　廉 467-0827 下坂町1-23-13 (052)884-8008

4 いづみクリニック 伊藤　いづみ 467-0051 釜塚町1丁目16 （052）835-5011

5 いとう医院 柚原　繭 467-0064 弥富通2-12 （052）831-1124

6 稲熊病院 稲熊　順子 467-0012 豊岡通1-10 (052)841-3772

7 笑顔のおうちクリニック名古屋 杉浦　立尚 467-0833 鍵田町1-1-1 （052）933-9919

8 大森クリニック 大森　建彰 467-0042 八勝通１－４ (052)834-5656

9 奥田内科クリニック 奥田 宣明 467-0047 日向町2-9-3 (052)835-1600

10 可児医院 可児　篤 467-0879 平郷町2-2 (052)881-1108

11 かにクリニック 可児　健司 467-0022 上山町2-20 (052)836-0222

12 かのうクリニック 狩野　良雄 467-0064 弥富通3-18 (052)836-1077

13 亀井整形外科クリニック 亀井　邦孝 467-0843 土市町2-6 （052）851-3321

14 かわぐちクリニック 河口　治彦 467-0041 蜜柑山町2-49-3 (052)837-2811

15 久米クリニック 久米　明人 467-0054 丸根町1-8 (052)831-9970

16 斉藤クリニック 齋藤　洋 467-0808 高田町3-9 (052)851-0827

17 さとうクリニック 佐藤　滋樹 467-0805 桜見町2-16　ｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾙｾ櫻見館1A （052）859-1007

18 清水ケ岡　糖尿病内科皮フ科クリニック 清水　裕史 467-0034 弥富町桜ケ岡4 （052）832-0832

19 新生会クリニック 長屋　敬、市田　静憲 467-0045 茨木町88 （052）831-2185

20 すずきクリニック 鈴木　生子 467-0832 神前町2-36-2 (052)841-2428

南　　区

瑞　穂　区
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21 すずき内科クリニック 鈴木　馨 467-0853 内浜町21-10 （052）819-6131

22 田中内科皮フ科 田中　英雄 467-0012 豊岡通3-3 （052）853-1252

23 寺本整形外科・内科 寺本　隆 467-0042 八勝通3丁目19-1 （052）835-1121

24 戸松医院 戸松　鉄雄 467-0806 瑞穂通2-16 （052）853-6116

25 成田外科 成田　達彦 467-0046 玉水町2-50 （052）831-8405

26 西村内科クリニック 西村　賢司 467-0049 下山町2-1 (052)861-1200

27 野々村クリニック 野々村一彦 467-0056 白砂町1-19 (052)831-6611

28 橋本クリニック 橋本 猛 467-0003 汐路町2丁目1-2 (052)841-4141

29 服部ファミリークリニック 服部　義信 467-0055 中根町4丁目62番地 （052）837-1055

30 雲雀ヶ岡クリニック 松久　隆之 467-0031 弥富町緑ヶ岡4番14 （052）836-2323

31 ひばりがおかこどもとアレルギーのクリニック 平林　靖高 467-0032 弥富町字紅葉園6-1 （052）837-0303

32 ピュアー女性クリニック 伊藤　由美 467-0042 八勝通１丁目１４－２ （052）837-0080

33 藤村レディスこどもクリニック 藤村　秀彦 467-0843 土市町2-21 （052）853-3541

34 ブラザ－記念病院 須藤　幸雄 467-0851 塩入町11-8 (052)824-2871

35 まきこどもクリニック 牧　貴子 467-0806 瑞穂通3-14 （052）852-2580

36 みかんやま整形外科 青山　効司 467-0041 密柑山町2-49-1 （052）861-0077

37 水野内科 水野 正一、水野　均 467-0066 洲山町2-6-4 (052)853-5010

38 みずほキッズクリニック 河村　卓哉 467-0042 八勝通2-12-1 （052）833-8887

39 みずほクリニック 松井　輝夫 467-0806 瑞穂通8-14　神谷ビル2F （052）842-5656

40 みずほ在宅支援クリニック 家田　秀明 467-0012 豊岡通3-6-2　Ｍ　ＭＩＺＵＨＯビル1Ｆ （052）680-7873

41 みずほ通りクリニック 勅使河原　修 467-0814 本願寺町3-10-1 （052）852-3553

42 弥富通クリニック 中西　賢一 467-0064 弥富通4-60 （052）835-7272

43 山下内科クリニック 山下　喜弘 467-0064 弥富通2-4-1　第一ビル1Ｆ （052）837-7888

44 横井医院 横井　敦子、嶋　康子 467-0046 玉水町２丁目７２番地 (052)831-5014

1 西大須　伊藤内科・血液内科 伊藤　達也 460-0011 大須1-21-41 （052）201-1616

2 青木クリニック 青木　淳 460-0003 錦1-20-8　カーニープレイス名古屋伏見ビル3F （052）202-1616

3 岩瀬内科・消化器内科 岩瀬　弘明、三浦　利重 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル3Ｆ （052）951-1255

4 SL外科・乳腺クリニック 伊藤　由加志 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル4階 (052)971-6269

5 おおいわ消化器クリニック 大岩　哲哉 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル8Ｆ （052）959-5560

6 大須病院 竹内　茂雄、谷口　彰彦 460-0017 松原2-17-5 （052）212-8981

7 奥田クリニック 奥田　宣男 460-0003 錦1-4-28 （052）231-5707

8 かとうせんとよレディスクリニック 加藤　千豊 460-0022 金山1丁目13-18　ﾍﾞﾙﾃﾞﾏｰﾚﾋﾞﾙ5階 (052)339-0033

9 上前津メディカルクリニック 竹内　徳之 460-0013 上前津1丁目6-10 （052）323-1700

10 亀井内科呼吸器科 亀井 三博 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル6Ｆ (052)951-2577

11 クリニックロタージェ 林　秀樹 460-0003 錦3-24-24　錦324ビル7Ｆ （052）228-9265

12 グレイスベルクリニック 加納　武夫 460-0011 大須3-16-25 （052）261-7777

13 ケアプラスクリニック 小笠原　正典、富田　崇由 460-0007 新栄1丁目21番地16号-1 （052）253-5150

14 警察共済組合愛知県支部診療所 津下　圭太郎 460-8502 三の丸二丁目1番1号 （052）951-1611

15 KKCウエルネス名古屋健診クリニック 眞野　博 460-8422 栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル11Ｆ （052）331-2325

16 栄かとうクリニック 加藤　泰久 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル5F （052）961-3001

17 栄セントラル耳鼻科 服部　忠夫 460-0008 栄3-27-5　栄セントビル2F （052）241-3387

18 さかもと内科腎クリニック 坂本　いずみ、鈴木　善充 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル6F （052）961-2061

19 新栄クリニック 酒井　宏 460-0007 新栄町3-7-13 （052）263-3501

20 仁大クリニック 奥山 真司 460-0022 金山1-14-9　長谷川ビル9階 (052）331-8019

21 すぎやまレディスクリニック 杉山  正子 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル３Ｆ (052)971-0930

22 たかい整形外科 石井　要 460-0011 大須3-14-43　大須第二ｱﾒ横ﾋﾞﾙ3F （052）262-2800

23 恒川内科 恒川 誠 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル5Ｆ (052)951-1265

24 東京トータルライフクリニック名古屋分院 井口　清吾 460-0012 千代田3-33-24　ﾏｲﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨ千代田2F （052）265-9311

25 ともこレディースクリニック 杉浦　智子 460-0003 錦3-22-13　栄町ビル西館4F （052）950-7777

26 トラストクリニック 田所　匡典 460-0008 栄1-30-22　ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ名古屋2Ｆ （052）300-8920

27 名古屋栄クリニック 福田　直行 460-0008 栄5丁目27番3号 （052）251-6661

28 名古屋栄ペインクリニック 柳原　尚 460-0008 栄4-2-29　名古屋広小路プレイス2Ｆ （052）262-1377

29 なごや在宅診療所 大西　山大 460-0012 千代田5-11-11　ST PLAZA TSURUMAI東館2F （052）212-9388

30 夏目泌尿器科 夏目 紘 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル６Ｆ (052)971-5715

31 成田産婦人科 成田　収 460-0011 大須1-20-30　 （052）221-1595

32 野垣クリニック 野垣　敬 460-0008 栄1丁目10番地16号 （052）231-5295

33 パークサイド栄クリニック 竹内　幹人 460-0008 栄3丁目31番7号　大河内ビル5階 （052）262-2030

34 橋本内科 橋本　博行 460-0008 栄１－１１－１８ （052）231-6595

35 長谷川内科 長谷川　鐘三 460-0004 新栄町1-3　日丸名古屋ビル７Ｆ (052)961-5923

36 はたの医院 波多野　敬 460-0008 栄4-16-36　久屋中日ビル2階 （052）253-7370

37 はまだ代謝内科 濱田　洋司 460-0004 新栄1-3　日丸名古屋ビル4F （052）957-3701

38 原内科クリニック 原　朋広 460-0022 金山1-14-16　トキワビル3Ｆ （052）350-4666

39 はるかクリニック 久野　菊美 460-0007 新栄2-2-1　ｲﾉﾌｨｽﾋﾞﾙ3F （052）263-8731

40 福澤内科・皮フ科クリニック 福澤　良彦 460-0003 錦2-14-20 （052）218-8882

中　　区

7 / 12 ﾍﾟｰｼﾞ



登録医一覧   地域別

医療機関名 登録医師名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

41 ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ栄　みやがわ乳腺ｸﾘﾆｯｸ 宮川　英男 460-0008 栄5-2-36　ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ1F （052）242-3838

42 森川クリニック 森川　建基 460-0004 新栄町1-3 日丸名古屋ビル8F （052）961-1709

43 やまうち消化器内科クリニック 山内　学 460-0004 新栄町1-3 日丸名古屋ビル6F （052）957-2488

44 山川内科 山川  育夫 460-0004 新栄町1-3 日丸名古屋ビル5Ｆ (052)951-1211

45 吉田内科 吉田　修 460-0004 新栄町1-3 日丸名古屋ビル3Ｆ （052）951-0321

1 安藤内科外科医院 安藤　邦彦 464-0850 今池4丁目5-18 (052)731-1338

2 井上内科クリニック 井上　夏夫 464-0841 覚王山通8-70-1　サンクレア池下4F （052）764-5516

3 打越かとうクリニック 加藤　秀幸 464-0025 桜が丘295番地　第8オオタビル2Ｆ （052）781-0711

4 奥村クリニック 奥村　文美典 464-0850 今池3丁目16-12　三貴ﾋﾞﾙ2Ｆ （052）745-9511

5 オリエンタルクリニック 岩間　汪美 464-8691 今池1-8-5 （052）741-5181

6 かきや内科糖尿病・甲状腺クリニック 垣屋　聡 464-0834 日岡町2-52 （052）757-3456

7 覚王山内科・在宅クリニック 亀井　克典 464-0841 覚王山通9-19-8　KIRARITO覚王山2F　2A （052）757-5218

8 樫尾クリニック 樫尾　富二 464-0064 山門町1-78 (052)752-1117

9 加藤医院 加藤　良三 464-0087 清明山1-11-20 （052）723-0511

10 加藤病院 加藤　佳美 464-0821 末盛通2-15 （052）751-1596

11 小林整形外科 小林　昌義 464-0850 今池3丁目16-12　三貴ﾋﾞﾙ1F （052）733-5200

12 さくらの丘クリニック 小木曽　泰成 464-0025 桜が丘113 （052）789-1115

13 さわだウイメンズクリニック 澤田  富夫 464-0819 四谷通１－１８－１ RICCA１１ﾋﾞﾙ３Ｆ (052)788-3588

14 自由ヶ丘医院 小島　かをり 464-0016 希望ケ丘１丁目7-13 （052）762-1390

15 すぎもと在宅医療クリニック 杉本　由佳 464-0850 今池２丁目１番１６号　第一八晃ビル２０６ （052）731-5326

16 すずこどもクリニック 鈴木　聖子 464-0071 若水3-27-15 （052）723-4151

17 ちくさ病院 加藤　豊 464-0851 今池南4番1号 （052）741-5331

18 光が丘内科クリニック 荻野　敦史 464-0006 光が丘1-16-20 （052）725-3337

19 星ヶ丘メンタルクリニック 寺田  恭子 464-0802 星が丘元町３－２  杉田ビル (052)783-2233

20 マジマ整形外科 馬島　雅高 464-0092 茶屋が坂1丁目12-20 （052）739-6501

21 宮根はやしクリニック 林 敬一郎 464-0008 宮根台1-3-32 (052)776-8883

22 村元内科クリニック 村元　章 464-0034 清住町3-53-1 （052）781-0160

23 メデイカルサテライト名古屋 森　康充 464-0827 田代本通3丁目3番地 (052)763-2311

24 本山第一クリニック 浅野　眞一 464-0807 東山通1-10-1　本山メディカルステーション2F （052）781-7700

25 本山ホームケアクリニック 水野　聡己 464-0819 四ツ谷通3-26　四ツ谷ビル604号 （052）753-6270

26 吉田クリニック 吉田　淳、吉田　真理 464-0081 谷口町4番5号　プレステージ千種七番館内1階 （052）723-0018

1 熱田クリニック 三輪　真幹 456-0074 比々野町61番3 （052）683-6810

2 熱田リハビリテーション病院 伊藤　知敬 456-0074 比々野町32 （052）682-3077

3 うえの内科クリニック 上野　浩一郎 456-0059 八番2丁目2-17 （052）659-1501

4 金山クリニック 小川　洋史、木村　友佳理 456-0012 沢上2-2-14 （052）679-1700

5 亀島クリニック 亀島　信利 456-0034 伝馬2丁目27番12号 （052）683-5030

6 熊澤医院 熊澤　和彦 456-0035 白鳥2丁目12番12号 (052)671-1480

7 あつた白鳥クリニック 木村　武博、加藤　圭悟 456-0035 白鳥3丁目10-19 （052）671-1555

8 介護老人保健施設　かなやま 近藤　厚生 456-0004 桜田町9-3 （052）883-0080

9 東邦ガス診療所 飯野　重夫 456-8511 桜田町19-18 (052)872-9340

10 名古屋金山駅ゆき乳腺クリニック 山﨑　由紀子 456-0002 金山1-2-3　東和ビル5Ｆ （052）678-6255

11 服部病院 服部　秀明 456-0012 沢上1-3-20 （052）681-6561

1 岡本医院分院 岡本　富美子、岡本　奈美 454-0945 下之一色町字中ノ切56番地 （052）303-6272

2 こいで整形外科 小出　敬之 454-0011 山王4-5-5 (052)321-8181

3 つゆはしクリニック 中村　文彦 454-0006 柳堀町10-7 （052）353-7530

4 なかがわ在宅クリニック 吉田　真理 454-0012 尾頭橋4-8-11 （052）339-2855

5 名古屋西病院 大澤　良充 454-0869 荒子2-40 （052）361-0878

6 名古屋泌尿器科病院 小島 宗門 454-0818 松葉町5-34 (052)352-1222

7 西垣医院 西垣　裕 454-0927 打中1-177 （052）361-1851

8 はしもと内科 橋本　恵里加 454-0943 大当郎2-1101 （052）303-1020

9 ひしだ耳鼻咽喉科医院 菱田　圭祐 454-0803 豊成町1　豊成団地2号棟114 （052）352-6264

10 松井医院 松井　啓 454-0048 元中野町3-55 (052)351-9103

11 老人保健施設　ラベンダー 佐久間　貞行 454-0965 福島1-148 （052）303-2811

1 あおい在宅診療所 木股　貴哉 451-0064 名西2-33-10　東芝名古屋ビル8階 （052）784-7263

2 天野記念クリニック 普天間　新生 451-0025 上名古屋4-3-6 （052）521-2788

3 井戸田整形外科名駅スポーツクリニック 井戸田　力 451-0045 名駅2-6-5 (052)541-5455

西　　区

熱　田　区

千  種  区

中　川　区
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4 クリニックサンセール清里 糠谷　治彦 452-0802 比良3丁目104番地 （052）504-7111

5 さこう駅前クリニック 村藤　正幸 451-0052 栄生2-3-11　UNCビル1階 （052）583-5070

6 庄内通レディースクリニック 三輪　美佐 451-0015 香呑町6-50　ノーステラス庄内通1階 （052）522-3800

7 てらべ整形外科 寺部　靖人 452-0847 野南町95番地 （052）325-3880

8 ナゴヤガーデンクリニック 若林　俊彦 451-0051 則武新町3-1-17　ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋ﾉﾘﾀｹｶﾞｰﾃﾞﾝ3F （052）564-5165

9 西村耳鼻咽喉科・皮ふ科 西村　邦宏 452-0814 南川町293 （052）501-6607

10 ひらファミリークリニック 足立　佳也 452-0801 清里町384-1 （052）325-4100

11 松井醫院 松井　基治 451-0025 上名古屋2-5-7　茂里川ﾋﾞﾙ2階 （052）508-5201

12 リーフクリニック名駅 竹山　俊昭 451-0042 那古野2-25-11 （052）551-5151

1 おがたファミリークリニック 緒方　正樹 463-0009 緑ヶ丘107 （052）768-6093

2 おがわ内科クリニック 小川　拓男 463-0079 幸心1丁目228 （052）791-2255

3 おはなばたけクリニック 花谷　崇 463-0065 廿軒家22-40 （052）792-1320

4 こんどう内科クリニック 近藤　博人 463-0056 新城16-16 （052）758-5296

5 佐野外科 佐野　裕信 463-0083 村合町126 （052）792-3000

6 せこ内科クリニック 鈴木　一成 463-0068 瀬古1-720 （052）758-0150

7 たけうちクリニック 竹内　正行 463-0035 森孝2丁目961番地 (052)772-2020

8 長澤医院 長澤　進 463-0003 下志段味穴ヶ洞2271-340 （052）736-3325

9 樋口整形外科 樋口　善俊 463-0017 喜多山1-6-18 （052）795-2300

10 古沢クリニック 古澤　敦 463-0013 小幡中1-22-20 （052）795-7221

11 もりやまファミリークリニック 辻藤　達也 463-0090 瀬古東3-140 （052）797-3883

1 磯部内科医院 伊吹　惠里 461-0049 古出来2-1-16 （052）711-7672

2 太田眼科クリニック 太田　聡 461-0045 砂田橋4-1-52 （052）725-3722

3 おなか内科東白壁クリニック 杉田　裕輔 461-0027 芳野1-1-15 （052）908-3721

4 小沼内科 小沼　博嗣 461-0045 砂田橋3-2　大幸東団地101-108 （052）723-1888

5 くるまみちクリニック 増井　靖彦 461-0003 筒井3-26-25　第29ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ2階 （052）932-1666

6 ココカラウイメンズクリニック 伊藤　加奈子 461-0001 泉1-23-36　NBN泉ビル4F （052）950-5077

7 ココカラハートクリニック 伊藤　義浩 461-0001 泉1-23-36　NBN泉ビル4F （052）953-9373

8 清水口整形外科クリニック 小栗　雄介 461-0011 白壁2-6-1 （052）957-6360

9 清水口脳神経クリニック 小栗　大吉 461-0011 白壁2-6-20 （052）265-9674

10 しらかべ内科　糖尿病・高血圧・甲状腺クリニック 伊藤　崇浩 461-0011 白壁二丁目401 （052）265-5305

11 砂田橋クリニック 小澤　裕子 461-0043 大幸4-1417 （052）719-5001

12 すみれ会中央病院 野村　利夫 461-0005 東桜二丁目8番4号 （052）931-9405

13 大幸砂田橋クリニック 前田　憲志 461-0043 大幸4-18-24 (052)711-8889

14 中部健康管理センター 大塚　亨 461-0002 代官町34番25号 （052）979-5010

15 名古屋市医師会健診センター 髙瀬　理恵、横山　善文 461-0004 葵1-18-14 （052）937-8425

16 メグラス在宅クリニック 飛田　拓哉 461-0004 葵3-14-3 （052）508-8069

1 あだち内科クリニック 足立　信幸 462-0015 中味鋺3丁目1001 (052)902-5677

2 おおぞね内科クリニック 近藤　紀子 462-0825 大曽根4丁目13-28 （052）910-1230

3 おおぞねメディカルクリニック 瀬嵜　良三 462-0819 平安2-2-14 （052）915-9301

4 上飯田リハビリテーション病院 岸本　秀雄 462-0802 上飯田北町3-57 （052）916-3681

5 きまたクリニック 木全　文夫 462-0843 田幡1丁目12-12 （052）938-3311

6 木の香往診クリニック 佐竹　重彦 462-0059 駒止町2-22 （052）908-8421

7 中切パークサイドクリニック 山東　元樹 462-0051 中切町2-10 （052）914-2008

8 名古屋市重症心身障害児者施設 山下　伸子 462-0057 平手町1丁目1番5号 （052）916-0333

9 平竹クリニック 平竹　貫二 462-0045 敷島町48-1 （052）914-3240

1 浅田レディース名古屋駅前クリニック 浅田　義正 450-0002 名駅4-6-17　名古屋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3Ｆ （052）551-2203

2 大菅病院 三輪　高也 453-0821 大宮町1-38 （052）471-5600

3 介護老人保健施設　第Ⅱ四季の里 山田　晴生 453-0841 中村区稲葉地町7-2-3 （052）412-6270

4 タナカ皮膚科 田中　義人 450-0002 名駅4-6-23　第三堀内ビル4Ｆ （052）581-5511

5 DR.MARI CLINIC 名古屋駅院 鈴木　麻里 450-0002 名駅3-26-8　ＫＤＸ名古屋駅前ﾋﾞﾙ14Ｆ （052）551-8881

6 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 玉置　繁憲 450-0002 名駅4丁目26番25号　ﾒｲﾌｨｽ名駅ﾋﾞﾙ3F （052）563-7887

7 ふじたクリニック 藤田　友康 453-0801 太閤五丁目5番5号 （052）454-3008

8 マイクリニック大久保名古屋 谷村　葉子 453-0015 椿町1-16　井門名古屋ビル8Ｆ （052）459-3933

9 名駅ファミリアクリニック 田島　光浩 453-0013 亀島1-4-4　ﾓﾃｯﾄ名古屋1階 （052）459-3312

10 レディースクリニック　ミュウ 川口　朝兒 450-0002 名駅4-6-23　第三堀内ビル13階 （052）551-7111

北　　区

東　　区

中　村　区

守　山　区
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1 岡本医院本院 岡本　明彦 455-0881 船頭場2丁目1235番地 （052）309-2818

1 愛知国際病院 太田信吉、井手宏、宮崎雅、川口レオ、河村健雄、奥澤継雄、井手初穂、大村浩之、樋口倫代 470-0111 米野木町南山987-31 （0561）73-9179

2 あかいけ好日こころのクリニック 勝又　隆太 470-0125 赤池1丁目3001番地　第25ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階 （052）808-3800

3 あかいけ耳鼻いんこう科 伊地知　圭 470-0126 赤池町屋下394-1 （052）800-3335

4 アガペクリニック 伊藤 得志男、伊藤　志門 470-0115 折戸町孫三ケ杁61 (05617)4-3000

5 糖尿病・甲状腺　いしやま内科クリニック 石山　雅美 470-0124 浅田町西前田301番地 （052）806-6001

6 いせき内科クリニック 井関　淳 470-0113 栄3-1311 （0561）72-6555

7 いわさき耳鼻咽喉科 岩崎　聖雄 470-0136 竹の山2丁目2110番地 （0561）75-4187

8 岩瀬皮フ科 岩瀬 悦子 470-0115 折戸町高松52-104 (05617)3-3883

9 うかい医院 鵜飼　雅彦、横川　俊樹 470-0116 東山4丁目621-2 (0561）74-1551

10 梅森たかせ眼科 髙瀬　範明 470-0133 梅森台三丁目144 （052）802-8555

11 梅森台レオ整形外科・ヒフ科 大口　怜央、大口　亮子 470-0133 梅森台4丁目188番地 （052）808-8899

12 大口医院 大口 貞雄 470-0134 香久山5-1801　ミオ香久山2Ｆ (052)807-5111

13 おかざき皮フ科 岡崎　芳子 470-0122 蟹甲町池下279-1 （0561）41-8182

14 OBKタカEクリニック 小田嶋　貴之 470-0124 浅田町森下116-1 （052）838-8686

15 おやま耳鼻咽喉科 小山　新一郎 470-0134 香久山2丁目2104 (052)800-3781

16 かぐやま眼科 鳥居　久稔、鳥居　みゆき 470-0134 香久山5-1801　ミオ香久山2Ｆ (052)807-5811

17 香久山こどもクリニック 津田 こずえ 470-0134 香久山4丁目1105－1 (052)800-8001

18 かさしま耳鼻咽喉科クリニック 笠島　哲也 470-0113 栄4丁目103番地 (05617)2-8733

19 金山クリニック 金山　和広 470-0117 藤塚3-565 （0561）72-7111

20 川井小児科クリニック 川井　進 470-0113 栄2丁目112番地 (0561)72-7070

21 川出耳鼻咽喉科 川出　博彦 470-0133 梅森台2-212 (052)806-4133

22 きまたクリニック 木全　秀人 470-0127 赤池南二丁目111番地 （052）808-2233

23 こめの木いぐち眼科 井口　優子 470-0111 米野木町宮前107-4 （0561）76-3701

24 こめのきひがし整形外科 西崎　友保 470-0111 米野木町油田152-2 （0561）75-5656

25 米野木ファミリークリニック 小林　建二 470-0111 米野木町油田157 （0561）56-9276

26 笹本内科医院 笹本　基秀 470-0133 梅森台3-115 (052)802-5641

27 佐藤クリニック 佐藤　有三 470-0111 米野木町丁田20-1 (0561)74-7888

28 さんとう耳鼻咽喉科 三藤　泰史 470-0118 米野木台四丁目912番地 （0561）72-8711

29 三本木クリニック 呉　成浩 470-0101 三本木町細廻間2-1 （0561）56-4532

30 志水医院 志水　善郎 470-0131 岩崎町神明86 (05617)2-1181

31 しんあいクリニック 小野  雅之 470-0131 岩崎町北高上４４－４ (05617)5-5300

32 杉上クリニック 杉上　勝美 470-0131 岩崎町芦廻間87-1 (0561)72-5050

33 杉本クリニック 杉本　辰雄 470-0125 赤池１－３００１ （052）801-1511

34 たかはし眼科 高橋　正城 470-0122 蟹甲町池下279-2 （0561）73-0055

35 竹の山クリニック 山腰　雅宏 470-0136 竹の山2丁目2412番地 （0561）75-6050

36 たつらクリニック 田貫　浩之 470-0136 竹の山5-1501 （05617）3-3636

37 立松整形外科・内科クリニック 立松　尚衛、立松　有美子 470-0132 梅森町西田面17-1 （052）802-8600

38 中京スパインクリニック 竹内　幹伸 470-0115 折戸町笠寺山50-6 （0561）73-1900

39 つねかわファミリークリニック 恒川　敬和 470-0123 野方町稲荷2-1 （0561）76-2525

40 寺島ファミリアクリニック 寺島　明里 470-0115 折戸町枯木166 (05617)4-0311

41 とき小児科 土岐　由香理 470-0133 梅森台二丁目31番 （052）800-5855

42 冨田整形外科 冨田　眞壽生 470-0124 浅田町東田面94-3 (052)805-1101

43 ともまつレデイスクリニック 友松　守彦 470-0113 栄2-1202 (0561）75-4755

44 中島内科クリニック 中島 規博、中島 マリ子 470-0103 北新町八幡西１２５７－４ (0561）74-1171

45 なしのきクリニック 錦見　満 470-0115 折戸町梨子ノ木28-651 （0561）73-5052

46 日進胃腸科・外科 早川　真人 470-0113 栄３丁目１２０４ (0561）72-5800

47 日進おりど病院 中川　佑希子 470-0115 折戸町西田面110番地 （0561）73-7771

48 日進クリニック 川澄　正朗 470-0131 岩崎町石兼59番地1 （0561）73-9724

49 日進すずき整形外科 鈴木　和広 470-0113 栄3丁目2002 （0561）74-0033

50 日進メンタルクリニック 鈴木　陽 470-0122 蟹甲町池下278-2 （0561）75-5828

51 日進老人保健施設 岩田　英世 470-0103 北新町二段場920-10 （0561）72-4172

52 のだ整形外科 野田　広記 470-0136 竹の山5丁目1601 （0561）72-7711

53 はなまるキッズクリニック 吉田　成美 470-0118 米野木台2丁目2424番地 （0561）75-4118

54 はやかわ子どもクリニック 早河　秀治 470-0135 岩崎台4－1011 (0561）75-0415

55 はる内科クリニック 山本　春光 470-0117 藤塚7丁目46番地 （0561）72-2002

56 坂野内科 坂野　紘 470-0131 岩崎町根裏90-181 （0561）73-5225

57 平針かとう整形外科 加藤  哲弘 470-0125 赤池町屋下310 (052)800-7771

58 平針北クリニック 長谷川　浩司 470-0126 赤池町屋下306-2 （052）803-1103

59 ふくおか内科クリニック 福岡　一貴、福岡　友美 470-0126 赤池町屋下308-1 （052）804-1011

60 ふくしまファミリー内科 福嶋　俊郎 470-0135 岩崎台1丁目1239番地 (05617)2-8222

61 プライムツリーこどもクリニック 清水　恵子 470-0125 赤池町箕ノ手1番　プライムツリー赤池 （052）875-5900

港　　区

日　進　市
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62 水野皮膚科 水野　榮二 470-0113 栄1-1407 （0561）74-1400

63 みやがわクリニック 宮川　浩一 470-0125 赤池3丁目2104 （052）800-2277

64 安江皮膚科クリニック 安江  厚子 470-0134 香久山3丁目201-6 (052)805-0051

65 介護老人保健施設　リハビリス日進 錦見　美穂 470-0115 折戸町梨子ノ木28-650 （0561）73-5000

66 レデイースクリニック　アンジュ 小島　正義 470-0135 岩崎台1丁目1202 (05617)4-1101

1 あいち肝胆膵ホスピタル 末永　昌宏 470-0162 春木白土1-217 （052）809-3777

2 愛知とうぶクリニック 米田　稔 470-0162 春木北野渕9-1 （0561）39-2323

3 秋田耳鼻咽喉科クリニック 秋田　学 470-0164 三ツ池4-2-3 （0561）37-2777

4 ごとうこどもクリニック 後藤 　朗 470-0155 白鳥１－１５－１５ (05613)8-6610

5 白鳥藤田クリニック 藤田　勝成 470-0153 和合北蚊谷166 (05613)8-9888

6 たなか内科 田中 邦一 470-0162 春木新池３７ (05613)8-8866

7 東郷町国民健康保険東郷診療所 久保 奈津子 470-0151 大字諸輪字北山１５８－９０ (05613)9-0054

8 東郷春木クリニック 加藤　信夫 470-0162 大字春木清水ヶ根237 （05613）7-5271

9 西山クリニック 西山　直樹 470-0151 諸輪下市36 （0561）38-5511

10 能登整形外科 能登　憲二 470-0153 大字和合字林清池110 (05613)7-1838

11 バク諸輪診療所 麦 雅好 470-0151 大字諸輪字前田47 (0561)39-3000

12 本多医院 本多　豊大 470-0152 北山台一丁目3番9 （0561）39-0139

13 松浦医院 松浦　誠司、松浦　麻子 470-0166 兵庫四丁目３－８ (0561)37-5001

14 まつもとクリニック 松本　昌久 470-0162 春木音貝９７番地 （052）848-8888

15 馬渕クリニック 馬渕  元志 470-0155 白鳥４－２－７ (0561）38-0800

16 三ツ池整形外科 亀井 洋太郎 470-0166 兵庫2-1-11 (05613)9-3111

17 みやけ整形外科 三宅　智 470-0162 春木太子45-1 （0561）38-8600

18 山口こどもクリニック 山口　信行 470-0162 春木字新池51 （0561）37-1100

19 やまクリニック 山田　保夫 470-0154 和合ケ丘3-1-10 (0561)37-1050

20 祐福寺内科 木下 雅盟、木下 美穂 470-0162 春木字追分１４５番地 (05613)8-7321

21 わごうヶ丘クリニック 三木　健司 470-0154 和合ケ丘１－５－６ (0561)38-1616

22 和合セントラルクリニック 村上　稔 470-0162 春木字白土1-1884 (052)805-8000

23 老人保健施設　和合の里 中島　澄夫 470-0162 春木字白土1-395 (052)807-1500

24 和合病院 棟近　孝之 470-0151 諸輪北木戸西108 （0561）73-1811

1 こせんじょう通　あんどうクリニック 安藤　英也 480-1177 仏が根1827 （0561）63-0700

2 佐光内科 横山　智絵子 480-1153 作田二丁目1105 （0561）62-7011

3 祖父江クリニック 祖父江 良、祖父江 輝子 480-1164 原邸819 (0561)64-1170

4 永井内科クリニック 永井　修一郎 480-1125 氏神前116番地 (0561)62-2233

5 長久手南クリニック 岩田　明 480-1147 市ヶ洞3丁目1605番地 （0561）64-5667

6 名古屋東クリニック 宮谷 和男 480-1154 塚田１３２０ (0561)63-5131

7 水野内科 水野　勝之 480-1103 岩作権田22-2 (0561)63-4800

1 いしい外科三好クリニック 石井　大 470-0224 三好町中島30番地1 （0561）33-3911

2 宇田ファミリークリニック 宇田　哲也 470-0227 園原4丁目1-4 （0561）35-1311

3 かすやメンタルクリニック 粕谷　高明 470-0202 三好丘2-3-7 (0561)33-0880

4 くまさんこどもクリニック 大澤　正彦 470-0224 三好町中島113-1 (0561)33-3555

5 寿光会中央病院 篠崎　仁史、阿井　信吾 470-0224 三好町石畑5 (0561)32-1935

6 鈴木内科クリニック 鈴木 高造 470-0201 黒笹町下田３－１ (0561)36-7373

7 たきざわ胃腸科外科 滝沢　健次郎 470-0224 三好町西中島55-2 （0561）33-5555

8 天王内科 大橋  進 470-0224 三好町天王９４－３ (0561)32-2002

9 平岩皮フ科 平岩　厚郎 470-0224 三好町大坪22 (0561)33-1500

10 ひらの内科クリニック 平野  朝光 470-0202 三好丘７－５－７ (0561)36-1008

11 まつおかこどもクリニック 松岡　道子、松岡　宏 470-0224 三好町上ケ池12-8 (0561)34-0181

12 三好ヶ丘クリニック 桜井 充 470-0202 三好丘1-5-5 （0561）36-2000

13 三好丘こどもクリニック 川瀬　久美子 470-0202 三好丘3-8-4 （0561）33-0505

14 三好ヶ丘整形外科 日比野　守道 470-0207 福谷町壱丁田1-1 （0561）33-0111

15 みよし市民病院 伊藤　治 470-0224 三好町八和田山15番地 (0561)33-3300

16 森脇レディースクリニック 森脇　崇之 470-0224 三好町小坂75 （0561）33-5512

1 大久伝内科 寺田　正樹 470-1111 大久伝町南3-13 (0562)92-3883

2 こども元気クリニック 石川　幸治 470-1112 新田町大割114-1 (0562)93-0816

3 すずき内科クリニック 鈴木　智博 470-1126 三崎町高鴨5-9 （0562）93-1280

4 成田内科循環器科 成田  伍良 470-1108 沓掛町荒井１１－５ (0562)92-8110

豊　明　市

東　郷　町

長　久　手　市

み　よ　し　市
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5 深谷胃腸科外科 深谷  良孝 470-1111 大久伝町西５４－６ (0562)93-1241

6 三崎クリニック 後藤　順 470-1125 三崎町中ノ坪24-7 （0562）92-1010

1 岩田内科クリニック 岩田　和久 483-8143 江南市小郷町伍大力２５ (0587)53-3232

2 梅坪クリニック 梅田　俊 471-0071 豊田市東梅坪町8-8-17 （0565）35-2088

3 腎・泌尿器科　河合クリニック 河合　隆 491-0057 一宮市今伊勢町宮後字郷東23-5 （0586）47-4145

4 久保田クリニック 久保田博也 471-0855 豊田市柿本町６丁目２１番地の１ (0565)28-4657

5 こばやしクリニック 小林　徹 486-0957 春日井市中野町2-14-9 （0568）36-2828

6 すずらんクリニック 藤脇  佐世子 488-0822 春日井市熊野町１５１９番地 (0568)84-3101

7 ふじしま内科 藤島　圭一郎 471-0046 豊田市本新町7-48-6　豊田ほっとかん2階 （0565）41-7720

8 知多サザンクリニック 松尾　尚史 478-0026 知多市南粕谷新海1丁目115番地 (0569)43-3101

9 畑中内科医院 畑中　徹 488-0826 尾張旭市大塚町1丁目14-10 (052)773-7205

10 はなみずき整形外科スポーツクリニック 西森　康浩 452-0942 清須市清州1丁目18-8 （052）408-0087

11 早川クリニック 早川　聡実 474-0073 大府市東新町２－１４０ （0562）47-0993

12 日間賀島診療所 安井　健三 470-3504 南知多町日間賀島東側123番地 （0569）68-2345

13 平吹医院 平吹　広一 470-1207 豊田市鴛鴨町小畔屋敷130-1 （0565）27-8000

14 二葉内科クリニック 池口　宏 471-0014 豊田市車山町1-5-7 （0565）89-2228

1 石川内科眼科 石川　茂 500-8487 岐阜県岐阜市加納長刀堀4-41 （058）272-2079

2 後藤医院 後藤　達彦 507-0901 岐阜県多治見市笠原町神戸３１１０－１ (0572)43-2014

3 西岡記念セントラルクリニック 西岡　久寿樹 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間375 （0599）55-0008

4 浜松佐藤町診療所 矢部　洋、水谷　民奈 430-0807 浜松市中区佐藤一丁目22-22 （053）465-0210

その他市外

県 　　外
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