
 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

医科 水野宏胃腸科内科 水野　真理 052-733-0300 052-733-2020 464-0850 名古屋市千種区今池４－１４－３ 千種区

歯科 茶屋が坂矯正歯科 鳥井　康義 052-737-1801 052-737-1802 464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂１－１５－１５ 千種区

医科 しらい眼科 白井　美惠子 052-764-8850 052-764-9354 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－１８ 覚王山センタービル2F 千種区

医科 光が丘内科クリニック 荻野　敦史 052-725-3337 052-725-3338 464-0006 名古屋市千種区光が丘１－１６－２０ 千種区

医科 東海病院 山本　英夫 052-711-6131 052-712-0052 464-8512 名古屋市千種区千代田橋１－１－１ 千種区

医科 上野産婦人科 花井　一夫 052-721-0321 052-721-1208 464-0082 名古屋市千種区上野１－１－１１ 千種区

医科 末盛内科クリニック 伊藤　智康 052-753-5517 052-753-5566 464-0821 名古屋市千種区末盛通３－６ 和田眼科ビル1F 千種区

医科 小児在宅クリニックみちくさ 浅井　隼人 052-731-8111 052-731-8115 464-0856 名古屋市千種区吹上２－２０７－１ 千種区

医科 本山ホームケアクリニック 水野　聡己 052-753-6270 052-308-4173 464-0819 名古屋市千種区四ツ谷通３－２６ 四ツ谷ビル６０４号 千種区

歯科 デンタル・オフィス・増田 増田　丈浩 052-751-1185 052-751-1822 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－２５ 千種区

医科 東山内科 加藤　秀平 052-781-1235 052-789-7000 464-0807 名古屋市千種区東山通５－１０３ 千種区

医科 ながい消化器内科クリニック 永井  賢司 052-781-2371 052-781-2372 464-0807 名古屋市千種区東山通１－１６－１ 千種区

医科 本山第一クリニック 浅野　眞一 052-781-7700 052-781-7710 464-0807 名古屋市千種区東山通１－１０－１ 本山メディカルステーション２Ｆ 千種区

医科 みやざわクリニック 宮澤　裕治 052-751-2217 052-753-3015 464-0835 名古屋市千種区御棚町１丁目２４－１ 千種区

医科 高田内科 高田　実 052-752-3733 052-752-3734 464-0073 名古屋市千種区高見一丁目５－７ 千種区

医科 江口整形外科 江口　善美 052-721-0275 052-721-0276 464-0095 名古屋市千種区天満通１－４２ 千種区

医科 池下クリニック 加藤　久仁 052-763-0127 052-752-3089 464-0073 名古屋市千種区高見一丁目２６－４ タカミ光ビル２階 千種区

医科 あんどうファミリークリニック 安藤　忠夫 052-775-0711 052-775-0720 464-0008 名古屋市千種区宮根台一丁目７－７ 千種区

医科 松永小児科医院 松永　智幸 052-732-3311 052-732-3312 464-0850 名古屋市千種区今池五丁目２４－２０ 千種区

医科 ごとう外科・皮フ科 後藤　美善 052-741-4704 052-741-5071 464-0850 名古屋市千種区今池五丁目１５－４ 千種区

医科 和田内科病院 和田　正敏 052-732-1118 052-732-3121 464-0851 名古屋市千種区今池南２５－５ 千種区

医科 服部医院 服部　於莵彦 052-711-1281 052-711-1282 464-0086 名古屋市千種区萱場一丁目６－１５ 千種区

医科 上野産婦人科（博報会） 柵木　充明 052-721-0321 052-721-1208 464-0082 名古屋市千種区上野一丁目１－１１ 千種区

医科 末盛クリニック 伊藤　嘉紀 052-763-5513 052-763-5513 464-0821 名古屋市千種区末盛通３－６ 千種区

医科 佐久間医院 佐久間　修三 052-781-0430 052-781-0430 464-0811 名古屋市千種区朝岡町２－１ 千種区

医科 小林医院 小林　久人 052-781-3603 052-781-3603 464-0844 名古屋市千種区猫洞通３－１７ 千種区

医科 はちや整形外科病院 蜂谷　裕道 052-751-8188 052-751-8178 464-0821 名古屋市千種区末盛通２－４ 千種区

医科 川脇クリニック 川脇　伸彦 052-733-1266 464-0075 名古屋市千種区内山三丁目２５－６ ターミナルビル３階 千種区

医科 しのだクリニック 篠田　繁博 052-751-1058 052-751-1058 464-0827 名古屋市千種区田代本通５－１５ 千種区

医科 星ケ丘マタニティ病院 近藤　東臣 052-782-6211 052-782-2678 464-0026 名古屋市千種区井上町２７ 千種区

医科 村元内科クリニック 村元　章 052-781-0160 052-781-0232 464-0034 名古屋市千種区清住町３－５３－１ 千種区

医科 彦坂耳鼻咽喉科医院 福岡　由利子 052-751-3925 052-751-3978 464-0848 名古屋市千種区春岡一丁目７－３ 千種区

医科 オリエンタル労働衛生協会メディカルクリニック 鳥井　義夫 052-746-6556 052-741-7388 464-8691 名古屋市千種区今池１－８－４ 千種区

医科 野口クリニック 野口　幸啓 052-763-7711 052-763-7723 464-0074 名古屋市千種区仲田二丁目１３－８ 千種区

医科 メディカル―サテライト名古屋 横山　雅文 052-763-2311 052-762-5619 464-0827 名古屋市千種区田代本通３－３ 千種区

医科 オリエンタルクリニック 廣瀬　光彦 052-741-5181 052-733-7100 464-0850 名古屋市千種区今池一丁目８－５ 千種区

医科 堀内クリニック 堀内　格 052-762-0687 052-751-1098 464-0031 名古屋市千種区徳川山町５－１－１ 千種区

医科 足立内科 足立　昌由 052-783-0078 052-783-0095 464-0807 名古屋市千種区東山通１－１２　 千種区

医科 清水クリニック 清水　隆 052-731-0821 052-731-0840 464-0850 名古屋市千種区今池五丁目１７－４ 千種区

医科 佐藤外科肛門科 佐藤　圭介 052-781-1650 052-781-9400 464-0034 名古屋市千種区清住町３－６７ 千種区

医科 樫尾クリニック 樫尾　富二 052-752-1117 052-752-1121 464-0064 名古屋市千種区山門町１－７８ 千種区

医科 ぐしけん整形外科クリニック 具志堅　勉 052-761-2211 052-761-2294 464-0032 名古屋市千種区猫洞通三丁目７－４ 千種区

医科 国枝内科 国枝　武英 052-762-2151 052-762-2152 464-0037 名古屋市千種区楠元町２－４９ 千種区

医科 吉田病院 吉田  洋 052-741-4187 052-733-7598 464-0854 名古屋市千種区大久手町５－１９ 千種区

医科 杉田病院 杉田　荘太郎 052-781-0433 052-781-3607 464-0802 名古屋市千種区星が丘元町１６－２０ 千種区

医科 加藤医院 加藤　良三 052-723-0511 052-723-0584 464-0087 名古屋市千種区清明山一丁目１１－２０ 千種区

医科 黒川医院 黒川　豊 052-762-6366 052-762-6366 464-0848 名古屋市千種区春岡一丁目２７－６ 千種区

医科 小口整形外科 小口　光昭 052-759-2006 052-759-2007 464-0075 名古屋市千種区覚王山通八丁目７０－１ サンクレア池下４階 千種区

医科 今池内科・心療内科 小林  昭彦 052-733-5221 052-733-5220 464-0850 名古屋市千種区今池三丁目１２－１４ 千種区

医科 高田クリニック 高田　善介 052-751-6236 052-751-6199 464-0833 名古屋市千種区大島町一丁目１９－１ 千種区

医科 きくざかクリニック 鈴森　謙次 052-759-1551 052-759-1552 464-0836 名古屋市千種区菊坂町１－４ グリ－ムオブ覚王山２階 千種区

医科 芹沢クリニック 芹沢  清人 052-775-1800 052-775-1820 464-0005 名古屋市千種区千代が丘４－６ 千種区

医科 ノア今池クリニック 幅　俊人 052-741-6677 052-741-1217 464-0850 名古屋市千種区今池五丁目３７－７ 千種区

医科 自由ケ丘医院 伊藤  かをり 052-762-1390 052-762-1394 464-0016 名古屋市千種区希望ケ丘１－７－１３ 千種区
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医科 中島医院 中島  幹夫 052-723-5115 052-723-5116 464-0041 名古屋市千種区霞ヶ丘２－９－１７ 千種区

医科 すぎやま内科 杉山  理 052-763-8085 052-763-8085 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下東棟４Ｆ 千種区

医科 星ヶ丘メンタルクリニック 寺田  恭子 052-783-2233 052-783-2235 464-0802 名古屋市千種区星が丘元町３－２ 杉田ビル 千種区

医科 宮根はやしクリニック 林  敬一郎 052-776-8883 052-776-8115 464-0008 名古屋市千種区宮根台１－３－３２ 千種区

医科 本山クリニックふじわら内科 藤原  道明 052-762-1121 052-762-1121 464-0036 名古屋市千種区本山町４－７４ 千種区

医科 大鹿内科医院 大鹿  裕幸 052-762-2755 052-762-2758 464-0016 名古屋市千種区希望ケ丘４－８－６ 千種区

医科 吉田クリニック 吉田　淳 052-723-0018 052-723-0019 464-0081 名古屋市千種区谷口町４－５ プレステージ千種七番館内１階 千種区

医科 ふきあげ内科胃腸科クリニック 蟹江  治郎 052-731-1617 052-732-3262 464-0858 名古屋市千種区千種３－７－１８ 千種区

医科 晃生医院 鈴木  晃夫 052-711-2211 052-711-2212 464-0084 名古屋市千種区松軒２－３－１７ 千種区

医科 さわだウィメンズクリニック 澤田  富夫 052-788-3588 052-781-3886 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－１８－１ ＲＩＣＣＡ１１ビル３Ｆ 千種区

医科 おかだ皮ふ科 岡田  明人 052-723-1112 052-723-1114 464-0082 名古屋市千種区上野３－８－１９ 千種区

医科 ペイン山原クリニック 山原  武 052-723-4503 052-723-4505 464-0007 名古屋市千種区竹越２－３－２２ 千種区

医科 苅谷眼科 横尾  夏代 052-762-1566 052-762-1566 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下４階 千種区

医科 オリエンタル労働衛生協会メディカルクリニック 岩間  汪美 052-746-6556 052-741-7388 464-8691 名古屋市千種区今池１－８－４ 千種区

医科 ＭＴクリニック 森本  剛史 052-725-5835 052-725-5836 464-0081 名古屋市千種区谷口町５－２２－２ 千種区

医科 安藤内科外科医院 安藤  邦彦 052-731-1338 052-731-1338 464-0850 名古屋市千種区今池４－５－１８ 千種区

医科 中村眼科クリニック 中村  富雄 052-783-5200 052-783-5220 464-0032 名古屋市千種区猫洞通４－１９ 千種区

医科 茶屋が坂クリニック 安藤　康雄 052-722-2662 052-719-3673 464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂１－１３－２１ 千種区

医科 井畑クリニック 井畑　克朗 052-725-3387 052-723-3382 464-0096 名古屋市千種区下方町４－５５ 千種区

医科 咲江レディスクリニック 丹羽　咲江 052-757-0222 052-757-8503 464-0066 名古屋市千種区池下町２－１５ ハクビ池下ビル5階 千種区

医科 こんどうメンタルクリニック 近藤　三男 052-757-6425 052-757-6426 464-0821 名古屋市千種区末盛通３－６ 和田眼科ビル２階東 千種区

医科 わかやま整形外科 若山　三郎 052-761-1200 052-761-1200 464-0821 名古屋市千種区末盛通５－８－１ 千種区

医科 岡部内科医院 岡部　英生 052-731-0570 052-731-0570 464-0075 名古屋市千種区内山２－８－５ 千種区

医科 ワイワイこどもクリニック 吉田　潤 052-757-3315 052-757-5545 464-0835 名古屋市千種区御棚町１－２９ 千種区

医科 こんどう整形外科リウマチクリニック 近藤　健治 052-725-7888 052-725-7887 464-0071 名古屋市千種区若水３－５－２３ ＭＧファースト１階 千種区

医科 茶屋ヶ坂皮フ科クリニック 矢野　克明 052-722-2233 052-722-2250 464-0092 名古屋市千種区茶屋ヶ坂１丁目２２－５ 千種区

医科 光が丘内科クリニック 尾山　淳 052-725-3337 052-725-3338 464-0006 名古屋市千種区光が丘１－１６－２０ 千種区

医科 小川耳鼻咽喉科医院 小川　晴子 052-751-9987 052-751-9987 464-0827 名古屋市千種区田代本通５－５－１ 千種区

医科 大鹿耳鼻咽喉科 大鹿　正紀 052-761-2784 052-761-2786 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘３－２－２７ シティコーポ自由ヶ丘１０４ 千種区

医科 イノコシ外科内科リハビリテーション室 佐野　真 052-771-2611 052-772-7613 464-0008 名古屋市千種区宮根台１－５－４ 千種区

医科 眼科宇野クリニック 宇野　幸子 052-764-1800 052-764-1810 464-0834 名古屋市千種区日岡町３－２４－１ 千種区

医科 はちや整形外科病院 村松 孝一 052-751-8188 052-751-8178 464-0821 名古屋市千種区末盛通２－４ 千種区

医科 はちや整形外科病院 上田 公介 052-751-8188 052-751-8178 464-0821 名古屋市千種区末盛通２－４ 千種区

医科 内科・循環器科あおやまクリニック 青山　道彦 052-732-0020 052-732-0068 464-0852 名古屋市千種区青柳町６丁目１０－２ 千種区

医科 佐橋内科クリニック 佐橋　浩一 052-719-3311 052-719-3312 464-0011 名古屋市千種区千代田橋２－３１６ 千種区

医科 すぎもと在宅医療クリニック 杉本  由佳 052-731-5326 052-731-5327 464-0850 名古屋市千種区今池２－１－１６ 八晃ビル２０６号 千種区

医科 杉田病院 杉田  誓子 052-781-0433 052-781-3607 464-0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町１６－２０ 千種区

医科 かとう医院 加藤　隆一 052-731-3333 052-735-4133 464-0850 名古屋市千種区今池５－２１－１５ 千種区

医科 江口医院 江口　秀史 052-711-6993 052-711-8074 464-0077 名古屋市千種区神田町２４－1 千種区

医科 さいとう内科クリニック 齋藤　稔 052-764-3300 052-764-3309 464-0074 名古屋市千種区仲田２－１２－１０ 千種区

医科 鈴木眼科 鈴木　聡 052-744-0800 052-744-0801 464-0075 名古屋市千種区内山３－１０-７ 今池セントラルビル１Ｆ 千種区

医科 井上内科クリニック 井上　淳子 052-764-5516 052-764-5470 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下４Ｆ 千種区

医科 日野医院 日野　孝之 052-722-7801 052-722-7801 464-0082 名古屋市千種区上野３－２０－３１ 千種区

医科 セントラルクリニック 河野　朋博 052-763-1241 052-763-1244 464-0821 名古屋市千種区末盛通５－３ メディカルビル３Ｆ 千種区

医科 むらもとクリニック 村元　秀行 052-711-3221 052-711-7118 464-0077 名古屋市千種区神田町３１－１７ 千種区

医科 内科　和田クリニック 和田　裕晃 052-777-6767 052-777-6767 464-0005 名古屋市千種区千代が丘５－５０ ショッピングセンターコスモ３Ｆ 千種区

医科 池下ファミリー耳鼻科 西脇　知子 052-764-1187 052-764-1197 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下４F 千種区

医科 本山こころのクリニック 森　美緒 052-433-3662 052-433-3757 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－１９－１ ディオネ四つ谷Ⅱ２Ｆ 千種区

医科 たにぐち眼科 谷口　正也 052-777-6600 052-777-6637 464-0005 名古屋市千種区千代が丘５－５０ ３Ｆ　コスモ医療センター 千種区

医科 大石ファミリークリニック 大石　睦夫 052-722-1133 052-722-1134 464-0076 名古屋市千種区豊年町１６－７ 千種区

医科 たち皮ふ科クリニック 城　尚子 052-752-1092 052-763-3818 464-0066 名古屋市千種区池下町２－２３ 今枝ビル２Ｆ 千種区

医科 東名古屋画像診断クリニック 岩田　宏 052-764-1711 052-764-1725 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘３－４－２６ 千種区

医科 東名古屋画像診断クリニック 玉木　恒男 052-764-1711 052-764-1725 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘３－４－２６ 千種区

医科 すずかけクリニック 福智　寿彦 052-731-8300 052-731-8380 464-0850 名古屋市千種区今池５－１９－１２ 千種区
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医科 伊藤クリニック 伊藤　友博 052-735-0300 052-735-0301 464-0075 名古屋市千種区内山３－３１－１８ Ｔ－スクエア２Ｆ 千種区

医科 整形外科　京命クリニック 三ツ口　由紀子 052-776-3331 052-776-3332 464-0004 名古屋市千種区京命２－８０１ 千種区

医科 大橋眼科 大橋　文隆 052-711-1065 052-711-1385 464-0095 名古屋市千種区天満通１－４０ 千種区

医科 桜ヶ丘メンタルクリニック 加藤　誠 052-788-2100 052-788-2190 464-0025 名古屋市千種区桜ヶ丘１１ ソフィアビル２Ｆ 千種区

医科 ごとう外科・皮フ科 加藤　直美 052-741-4704 052-741-5071 464-0850 名古屋市千種区今池５－１５－４ 千種区

医科 いだ耳鼻咽喉科医院 維田　史郎 052-761-0208 052-761-0218 464-0036 名古屋市千種区本山町２－２４－４ 千種区

医科 ちくさ病院 加藤　豊 052-741-5331 052-741-5330 464-0850 名古屋市千種区今池南４－１ 千種区

医科 青木産婦人科クリニック 青木　耕治 052-733-2198 052-733-2197 464-0850 名古屋市千種区今池1-5-10 千種区

医科 ペイン池下クリニック 熊谷　幸治郎 052-757-3010 052-757-3012 464-0074 名古屋市千種区仲田２－１２－１０ 千種区

医科 本山眼科 玉井　一江 052-781-5961 052-781-5961 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－２ キャトウル本山２Ｆ 千種区

医科 しらい眼科 吉村　倫子 052-764-8850 052-764-9354 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－１８ 覚王山センタービル２Ｆ 千種区

医科 マジマ整形外科 馬島　雅高 052-739-6501 052-739-6502 464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂１-１２-２０ 千種区

医科 みずたにこどもクリニック 水谷　圭吾 052-739-6061 052-739-6062 464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂１-１２-２３ 千種区

医科 伊東内科クリニック 伊東　輝朋 052-751-5588 052-751-7788 464-0832 名古屋市千種区山添町１-２６ 千種区

医科 本山腎泌尿器科　ゆうクリニック 伊藤　裕一 052-761-1155 052-761-1165 464-0821 名古屋市千種区末盛通５－３ メディカルビル２Ｆ 千種区

医科 ソレイユ千種クリニック 木村　那智 052-744-3201 052-744-3202 464-0858 名古屋市千種区千種２－２２－１ 千種区

医科 山林眼科 山林　茂樹 052-731-2197 052-731-2211 464-0850 名古屋市千種区今池１－５－１０ 千種ＫＩビル５Ｆ 千種区

医科 さとみ皮フ科クリニック 田内　里美 052-752-7111 052-752-7100 464-0826 名古屋市千種区川崎町２－２６－３ 千種区

医科 せんだファミリークリニック 千田　勝博 052-723-1200 052-723-1211 464-0083 名古屋市千種区北千種２丁目５－３０ 千種区

医科 ばば みみ・はな・のどクリニック 馬場　錬 052-757-3387 052-757-3380 464-0039 名古屋市千種区日和町１－１－４ 千種区

医科 医療法人大橋整形外科 大橋　洋 052-731-5733 052-741-1637 464-0075 名古屋市千種区内山２－７－２８ 千種区

医科 打越かとうクリニック 加藤　秀幸 052-781-0711 052-781-0715 464-0025 名古屋市千種区桜が丘295番地 第８オオタビル２Ｆ 千種区

医科 清水眼科 山村　由布子 052-781-9228 052-783-1779 464-0808 名古屋市千種区星が丘山手１４０５ 千種区

医科 小林整形外科 小林　昌義 052-733-5200 052-733-5400 464-0850 名古屋市千種区今池３丁目１６－１２ 三貴ビル１Ｆ 千種区

医科 岡嶋医院 飯田　初枝 052-711-3657 052-711-3657 464-0087 名古屋市千種区清明山２丁目８－３７ 千種区

医科 八木　ひかる 090-1868-3207 464-0073 名古屋市千種区高見2-9-5 セントラルガーデンレジデンスⅡＤ-604 千種区

医科 奥村クリニック 奥村　文美典 052-745-9511 052-745-9512 464-0850 名古屋市千種区今池３－１６－１２ 三貴ビル２階 千種区

医科 レディースクリニック山原 山原　昇 052-731-8181 052-731-8183 464-0850 名古屋市千種区今池四丁目１４－３ 千種区

医科 日比耳鼻咽喉科 日比　達也 052-715-3387 052-715-3386 461-0045 名古屋市東区砂田橋４－１－５２ コノミヤ砂田橋店２Ｆ 千種区

医科 今池腎クリニック 青木　隆成 052-744-0667 052-744-0665 464-0850 名古屋市千種区今池５－３８－２３ 千種区

医科 はらたクリニック　内科・消化器内科 原田　雅生 052-751-2525 052-751-2533 464-0821 名古屋市千種区末盛通５－３　 メディカルビル４階 千種区

医科 星が丘ふじの眼科 藤野　浩子 052-734-9990 052-734-9790 464-0802 名古屋市千種区星が丘元町１６－５０ 星が丘テラスＥＡＳＴ３Ｆ 千種区

医科 もとやま耳鼻咽喉科クリニック 余語　夏子 052-789-1700 052-789-1701 464-0807 名古屋市千種区東山通２－３－１ 本山ＤＥＮＴＯビル３Ｆ 千種区

医科 山本眼科 山本　康明 052-789-1152 052-789-1153 464-0807 名古屋市千種区東山通１－１０－１ 本山メディカルステーション３Ｆ 千種区

医科 かきや内科　糖尿病・甲状腺クリニック 垣屋　聡 052-757-3456 052-757-3457 464-0834 名古屋市千種区日岡町２－５２ 千種区

医科 中島医院 中島　孝太郎 052-723-5115 052-723-5116 464-0041 名古屋市千種区霞ヶ丘２－９－１７ 千種区

医科 すずこどもクリニック 鈴木　聖子 052-723-4151 052-723-4120 464-0071 名古屋市千種区若水３－２７－１５ 千種区

医科 井上内科クリニック 井上　夏夫 052-764-5516 052-764-5470 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下４Ｆ 千種区

医科 まるたARTクリニック 丸田　英 052-764-0010 052-764-0020 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１ サンクレア池下３Ｆ 千種区

医科 いのまたクリニック 猪又　雅彦 052-734-8788 052-734-8780 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－１３ ノア四ツ谷１Ｆ 千種区

医科 赤羽乳腺クリニック 赤羽　和久 052-788-7711 052-788-7722 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－１３ ノア四ツ谷ビル３Ｆ 千種区

医科 ちくさ病院 祖父江　俊和 052-741-5330 052-741-5330 464-0850 名古屋市千種区今池南４－１ 千種区

医科 加藤病院 加藤　佳美 052-751-1596 052-751-1615 464-0821 名古屋市千種区末盛通２－１５ 千種区

医科 覚王山内科・在宅クリニック 亀井　克典 052-757-5218 052-757-5233 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－１９－８ ＫＩＲＡＲＩＴＯ覚王山２Ｆ　２Ａ 千種区

歯科 小野寺歯科 小野寺　良修 052-784-2800 052-784-2805 464-0027 名古屋市千種区新池町３－１５ 千種区

歯科 いけもり矯正歯科 池森  由幸 052-782-0418 052-782-3423 464-0035 名古屋市千種区橋本町１－１３ オフィスモリビルＢ１階 千種区

歯科 松山歯科医院 松山  栄三 052-763-6480 052-763-6483 464-0827 名古屋市千種区田代本通４－１４ 千種区

歯科 北山歯科医院 北山  恭三 052-722-0458 052-725-8733 464-0077 名古屋市千種区神田町３２－７ 千種区

歯科 佐久間歯科 佐久間  秀人 052-723-7000 052-723-7061 464-0084 名古屋市千種区松軒２－１３－１７ 千種区

歯科 はやし歯科 林  純市 052-722-5777 052-722-8493 464-0084 名古屋市千種区松軒１－７－１９ 千種区

歯科 東山歯科医院 東山  佳子 052-711-4582 052-711-4592 464-0076 名古屋市千種区豊年町２０－１１ 千種区

歯科 山田歯科医院 山田  岳 052-722-8285 052-722-8285 464-0076 名古屋市千種区豊年町４－１３ 中京レンガビル１階 千種区

歯科 今池ビル歯科 原  正勝 052-731-8055 052-731-8055 464-0850 名古屋市千種区今池５－１－５ 今池ビル６階 千種区

歯科 ほづみ歯科医院 穂積  義廣 052-732-3106 052-732-3106 464-0850 名古屋市千種区今池４－１－１７ 千種区
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歯科 松永歯科 松永  博司 052-733-1048 052-733-1048 464-0850 名古屋市千種区今池４－９－３ 千種区

歯科 阪本歯科 阪本  優仁 052-741-6480 052-741-6488 464-0850 名古屋市千種区今池４－１３－６ 千種区

歯科 今池加藤歯科 加藤  雅己 052-731-3323 052-733-6626 464-0850 名古屋市千種区今池１－１２－１３ サンアミビレッジ２階 千種区

歯科 わんぱく歯科 竹本  憲夫 052-733-8757 052-733-8770 464-0850 名古屋市千種区今池３－４ー１８ 千種区

歯科 松前歯科医院 松前  博文 052-731-9208 052-731-9208 464-0850 名古屋市千種区今池１－４－１４ 千種区

歯科 山上歯科 山上  隆裕 052-741-1151 052-741-1235 464-0858 名古屋市千種区千種１－９－１０ 千種区

歯科 いしはら歯科クリニック 石原  道郎 052-722-6822 052-722-6878 464-0082 名古屋市千種区上野３－２０－１１ 千種区

歯科 青柳歯科 青柳  公夫 052-711-1494 052-723-2854 464-0071 名古屋市千種区若水３－１０－２３ 千種区

歯科 朝倉歯科 朝倉  信 052-751-3491 052-751-3491 464-0073 名古屋市千種区高見１－６－６ 千種区

歯科 くまざわ歯科 熊澤  浩一 052-761-0211 052-751-1455 464-0848 名古屋市千種区春岡１－５－３ ステージ池下２階 千種区

歯科 塚本歯科クリニック 塚本  勝彦 052-722-8778 052-722-8778 464-0071 名古屋市千種区若水３－２０－２４ 千種区

歯科 高木歯科医院 高木  健司 052-751-4154 052-751-4154 464-0073 名古屋市千種区高見１－８－１２ 千種区

歯科 池下安井歯科 安井  滋 052-752-6611 052-752-9117 464-0067 名古屋市千種区池下１－１１－８ ニシノビル２階 千種区

歯科 大久手歯科クリニック 荒尾  和子 052-741-4618 052-741-4618 464-0850 名古屋市千種区今池３－４１－１５ 千種区

歯科 瀧川歯科 瀧川  融 052-733-1648 052-733-1648 464-0850 名古屋市千種区今池５－７－２ サラヤビル２階 千種区

歯科 福沢歯科 福沢  聰 052-763-0365 052-763-0365 464-0848 名古屋市千種区春岡１－１１－１８ 石田ビル２階 千種区

歯科 高島歯科医院 高島  道夫 052-741-1152 052-741-1126 464-0852 名古屋市千種区青柳町７－４６ 千種区

歯科 余語歯科 余語  修 052-761-2600 052-761-2633 464-0847 名古屋市千種区春岡通７－３４－３ 千種区

歯科 石井歯科 石井  揚 052-712-0200 052-712-0200 464-0095 名古屋市千種区天満通１－１１ 千種区

歯科 こすが歯科 藤井  尚雄 052-711-7531 052-711-7531 464-0097 名古屋市千種区鍋屋上野町東脇１０３３－２ 千種区

歯科 藤正歯科医院 藤正  敬夫 052-711-8273 052-711-8273 464-0095 名古屋市千種区天満通１－５ 千種区

歯科 吉田ファミリー歯科 吉田  憲生 052-722-8211 052-722-8282 464-0092 名古屋市千種区茶屋ヶ坂１－２１－２４ 千種区

歯科 竹内歯科医院 竹内  守彦 052-751-3802 052-751-3802 464-0821 名古屋市千種区末盛通２－１２－４ 千種区

歯科 杉の子歯科 杉山  乘也 052-762-6501 052-762-6561 464-0821 名古屋市千種区末盛通１－１８ 覚王ハイツ２０１ 千種区

歯科 デンタル･オフィス･増田 増田  浩男 052-751-1185 052-751-1822 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－２５ 千種区

歯科 後藤歯科 後藤  洋 052-712-3773 052-712-3774 464-0042 名古屋市千種区南ヶ丘１－１０－６７ 千種区

歯科 いしはら歯科 石原  弘康 052-762-6486 052-762-6489 464-0816 名古屋市千種区鏡池通１－１－２ 千種区

歯科 三輪歯科･矯正歯科 三輪  英幸 052-762-3030 052-752-8102 464-0823 名古屋市千種区松竹町２－６６ 千種区

歯科 渡辺医院歯科室 渡辺  洋 052-723-3331 052-723-3331 464-0006 名古屋市千種区光が丘２－１４－１ 千種区

歯科 まきの歯科 牧野  雅樹 052-773-9555 052-773-9555 464-0005 名古屋市千種区千代が丘６－１０ 平和ビル１Ｆ 千種区

歯科 ムカイダ歯科医院 向田  吉範 052-722-1007 052-722-1041 464-0006 名古屋市千種区光が丘１－３－６ シティコーポ光が丘１－１０３ 千種区

歯科 光が丘塚本歯科クリニック 篠原　佑輔 052-722-8254 052-722-8254 464-0006 名古屋市千種区光が丘１－１－１ 千種区

歯科 長谷川歯科 長谷川  徹雄 052-773-5600 052-773-5600 464-0008 名古屋市千種区宮根台１－３－３４ 千種区

歯科 御影歯科 加藤  裕生 052-723-1180 052-723-1180 464-0014 名古屋市千種区御影町２－４３ 千種区

歯科 吉田歯科室 吉田  康一 052-781-0066 052-781-0066 464-0032 名古屋市千種区猫ヶ洞通２－５－１０２ 千種区

歯科 大橋歯科 大橋  宏行 052-763-1116 052-763-1116 464-0016 名古屋市千種区希望ヶ丘３－７－１ 千種区

歯科 デンタルオフィス自由ヶ丘 山岸  武志 052-753-2050 052-753-2050 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘２－１０－２３ グランドール千種台１階 千種区

歯科 平岡歯科医院 平岡  道郎 052-762-8211 052-762-8311 464-0032 名古屋市千種区猫洞通３－２－５ ＯＫハイツ１階 千種区

歯科 鈴木歯科医院 鈴木  慎一 052-781-9723 052-781-8248 464-0035 名古屋市千種区橋本町１－５７－４ 千種区

歯科 ルーツストーンデンタルクリニック 近藤  輝明 052-789-1818 052-789-1817 464-0819 名古屋市千種区四谷通２－１０ ルーツストーンパート２ ３階 千種区

歯科 国松歯科医院 国松  大二郎 052-781-3210 052-781-3210 464-0817 名古屋市千種区見附町１－１ 千種区

歯科 伊與木歯科医院 伊藤  隆子 052-751-3536 052-751-3536 464-0036 名古屋市千種区本山町４－２７ 千種区

歯科 つげ歯科医院 柘植  誠 052-781-2223 052-781-2227 464-0035 名古屋市千種区橋本町１－３９ 千種区

歯科 安藤歯科医院 安藤  博史 052-781-1274 052-784-7258 464-0032 名古屋市千種区猫洞通５－２５－２ 千種区

歯科 吉田歯科医院 吉田  雅生 052-781-0636 052-781-0636 464-0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町１５－２１ 千種区

歯科 大口歯科医院 大口  弘和 052-782-0772 052-782-0784 464-0802 名古屋市千種区星ヶ丘元町３－１ 千種区

歯科 神谷歯科医院 神谷  直秀 052-781-8148 052-781-8148 464-0026 名古屋市千種区井上町１０３ 千種区

歯科 黒須歯科医院 黒須  康成 052-781-9848 052-782-6325 464-0806 名古屋市千種区唐山町２－２６ 千種区

歯科 北村歯科 北村  恒康 052-732-0418 052-732-7547 464-0850 名古屋市千種区今池５－５－７ 北村ビル２階 千種区

歯科 斉藤歯科室 斉藤  佳雄 052-763-0878 052-763-0861 464-0821 名古屋市千種区末盛通３－３４ ＳＫＹビル２階 千種区

歯科 渡辺歯科医院 渡辺　晋也 052-711-7469 052-711-7469 464-0086 名古屋市千種区萱場２－１２－２２ 千種区

歯科 吹上デンタルクリニック 丹羽　誠 052-734-5237 052-741-1553 464-0850 名古屋市千種区千種２－１６－１３ 千種区

歯科 東山デンタルクリニック 長縄　敬弘 052-781-5520 052-784-7808 464-0807 名古屋市千種区東山通５－８９ 千種区

歯科 本山デンタルクリニック 澤田　真人 052-781-9876 052-781-9876 464-0807 名古屋市千種区東山通２－３－１ 千種区
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歯科 東山通歯科クリニック 岡本　好正 052-784-0418 052-784-0418 464-0807 名古屋市千種区東山通２－１５－１ 千種区

歯科 馬場歯科医院 馬場　聡 052-762-1212 052-762-1211 464-0848 名古屋市千種区春岡１－２－１０ 千種区

歯科 山本歯科医院 山本　智史 052-731-7860 052-731-7860 464-0075 名古屋市千種区内山２－１４－４ 千種区

歯科 青山歯科医院 青山　剛大 052-722-0181 052-722-0181 464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通２－２８ 茶屋坂マンション２Ｆ 千種区

歯科 Lino Suginokoデンタルルーム 師田　依里 052-753-5006 052-753-5068 464-0821 名古屋市千種区末盛通１－１８ 覚王ハイツ１０９ 千種区

歯科 渡辺小児歯科 平場　宣子 052-781-4545 052-781-4564 464-0026 名古屋市千種区井上町116 井上協栄ビル３Ｆ 千種区

医科 メディカルパーク今池 平山　治雄 052-715-6070 052-715-6077 464-0850 名古屋市千種区今池１－８－８ 今池ガスビル２Ｆ 千種区

医科 星が丘耳鼻咽喉科 永井　世里 052-789-1500 052-789-1501 464-0802 名古屋市千種区星が丘元町１４－４ 星ヶ丘プラザビル３階 千種区

歯科 覚王山歯科 高橋　健太 052-752-6564 052-752-6564 464-0835 名古屋市千種区御棚町１－３６ Ｔ・ファイブビル２Ｆ 千種区

歯科 おのこども歯科医院 小野　俊朗 052-769-1183 052-769-1184 464-0004 名古屋市千種区京命１－１－３２ アスティショッピングセンター２Ｆ 千種区

医科 おさむら心療医院 長村　哲周 052-753-4919 052-753-4918 464-0819 名古屋市千種区四谷通２－１０ ルーツストーンラメゾン１Ｆ 千種区

医科 千種区休日急病診療所 担当医 052-733-1191 052-731-3850 464-0850 名古屋市千種区今池５－４－１５ 千種区

医科 さくらの丘クリニック 小木曽　泰成 052-789-1115 052-789-1116 464-0025 名古屋市千種区桜が丘１１３ 千種区

医科 星ヶ丘皮フ科 有沢  祥子 052-781-6261 052-781-6211 464-0026 名古屋市千種区井上町１１３ 星ヶ丘中央ビル２階 千種区

医科 覚王山内科・在宅クリニック 亀井　克典 052-757-5218 052-757-5233 464-0841 名古屋市千種区覚王山通９－１９－８ ＫＩＲＡＲＩＴＯ覚王山２Ｆ　２Ａ号室 千種区

医科 和田内科病院 島田　雄 052-732-1118 052-732-3121 464-0851 名古屋市千種区今池南２５－５ 千種区

歯科 日進通デンタルクリニック 永津　義隆 052-753-1182 052-753-1184 464-0844 名古屋市千種区日進通３－１３－２ 千種区

歯科 オオシマ歯科 大島　勝也 052-753-0648 052-753-0648 464-0031 名古屋市千種区徳川山町５－１－１５ 千種区

歯科 かきぬま歯科クリニック 柿沼　朱紀 052-762-5231 052-764-1034 464-0821 名古屋市千種区末盛通１－１７ 中久木ビル２Ｆ 千種区

歯科 吉友歯科医院 吉友　有祐 052-751-5313 052-751-5313 464-0074 名古屋市千種区仲田２－３－２０ 千種区

歯科 池下矯正歯科 堀田　邦孝 052-757-5887 052-757-5886 464-0066 名古屋市千種区池下町２－１５ ハクビ池下ビル３Ｆ 千種区

歯科 城山パーク歯科 大野　雄弘 052-762-6480 052-762-6480 464-0821 名古屋市千種区末盛通３－６ 和田眼科ビル１Ｆ 千種区

歯科 ののむら歯科クリニック 野々村　友佑 052-781-4182 052-781-4185 464-0807 名古屋市千種区東山通３－６ ナショナルヤガタビル２Ｆ 千種区

歯科 ノエルデンタルクリニック 福岡　俊一 052-764-2226 052-764-2228 464-0056 名古屋市千種区月見坂町１－１４ 千種区

歯科 高田歯科室 高田　英明 052-733-0610 052-733-0620 464-0850 名古屋市千種区今池１－６－２ 千種区

歯科 きた歯科クリニック 北　博之 052-772-0015 052-772-1557 464-0002 名古屋市千種区香流橋２－５－１２ 千種区

歯科 星ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科 亀山　威一郎 052-781-1622 052-781-1622 464-0026 名古屋市千種区井上町４９－１ 名古屋星ヶ丘ビル３Ｆ 千種区

歯科 橋岡デンタルオフィス 橋岡　俊樹 052-784-2065 052-784-2149 464-0819 名古屋市千種区四谷通１－１７ 四谷インプレス２Ｆ 千種区

歯科 にいのみデンタルクリニック 新實　一仁 052-745-0880 052-745-0878 464-0858 名古屋市千種区千種２‐２４‐２ 千種タワーヒルズ 千種区

医科 整形外科　京命クリニック 三ツ口　秀幸 052-776-3331 052-776-3332 464-0004 名古屋市千種区京命２－８０１ 千種区

医科 春岡通クリニック 山田　哲也 052-888-8860 052-888-8860 464-0847 名古屋市千種区春岡通５－１５ 千種区

歯科 愛知学院大学歯学部附属病院 長尾　徹 052-759-2111 052-764-2156 464-8651 名古屋市千種区末盛通２－１１ 千種区

歯科 かくた歯科医院 角田　定信 052-751-0875 052-751-0883 464-0831 名古屋市千種区観月町２丁目６４―１ 千種区

医科 メディカル―サテライト名古屋 森　康充 052-763-2311 052-762-5619 464-0827 名古屋市千種区田代本通３－３ 千種区

歯科 山原クリニック　歯科 山原　覚 052-723-6041 052-723-4505 464-0007 名古屋市千種区竹越２－３－２２ 千種区

医科 今池腎クリニック 多和田　光洋 052-744-0667 052-744-0665 464-0850 名古屋市千種区今池５－３８－２３ 千種区

医科 ヨシダファミリーメディカルクリニック 吉田　均 052-723-5511 052-723-5501 464-0095 名古屋市千種区天満通１－４１-１ 青山ビル１F 千種区

歯科 こすが歯科 小菅　哲 052-711-7531 052-711-7531 464-0097 名古屋市千種区鍋屋上野町東脇1033-2 千種区

医科 よつや整形外科リハビリクリニック 岡　義春 052-753-5355 052-753-5365 464-0826 名古屋市千種区川崎町２丁目２５-２ 千種区

医科 はなぶさ在宅診療所 二村　英斗 052-753-6336 052-753-6335 464-0845 名古屋市千種区南明町３-６０-６ 千種区

歯科 たけうち歯科クリニック 竹内　圭介 052-935-0829 052-935-2823 461-0023 名古屋市東区徳川町２２１４ 東区

医科 おなか内科東白壁クリニック 杉田　裕輔 052-908-3721 052-908-3721 461-0027 名古屋市東区芳野１－１－１５ 東区

医科 しらかべ内科　糖尿病・高血圧・甲状腺クリニック 伊藤　崇浩 052-265-5305 052-265-5306 461-0011 名古屋市東区白壁２－４０１ 東区

医科 磯部内科医院 伊吹　惠里 052-711-7672 052-711-7668 461-0049 名古屋市東区古出来２－１－１６ 東区

医科 CCクリニック 山﨑　明子 052-933-0020 052-933-0021 461-0001 名古屋市東区泉３－２１－１５ リヤンドイズミ1F 東区

医科 ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ葵 芋瀬　基明 052-933-1177 052-933-1178 461-0004 名古屋市東区葵２－１４－１４ Ｍ－ｓｔａｇｅ　Ａｏｉ　１Ｆ 東区

医科 もくれんクリニック 田村　有人 052-934-7122 052-934-7132 461-0001 名古屋市東区泉２－２１－２５ 高岳院ビル７F 東区

医科 みんなの在宅クリニック 大木　健士郎 052-933-3926 052-307-4739 461-0022 名古屋市東区東大曽根町36-13 東区

医科 後藤医院 後藤　直 052-931-0971 052-932-9837 461-0001 名古屋市東区泉二丁目１８－１２ 東区

医科 葵外科 上田　常義 052-931-2077 052-931-2182 461-0005 名古屋市東区東桜２－５－１１ シェーネル内 東区

医科 徳川皮膚科内科クリニック 高井　美津子 052-932-8917 052-934-3817 461-0024 名古屋市東区山口町１５－８ 東区

医科 小林メンタルクリニック 小林　進 052-933-3431 052-933-3432 461-0004 名古屋市東区葵三丁目１８－１５ 坂角葵ビル３階 東区

医科 近藤医院 近藤　和子 052-935-3010 052-937-4118 461-0032 名古屋市東区出来町１－１０－２７ 東区

医科 小沼内科 小沼　賢 052-723-1888 052-723-1898 461-0045 名古屋市東区砂田橋３－２　１０１－１０８ 大幸東団地 東区



 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

医科 佐藤内科 佐藤　昌伸 052-936-4114 052-936-2549 461-0038 名古屋市東区新出来二丁目１－８ 東区

医科 中川整形外科内科 中川  ひふみ 052-931-3681 052-935-8073 461-0001 名古屋市東区泉３－２７－８ 東区

医科 出来町クリニック 永田  悦子 052-933-2335 052-933-2557 461-0038 名古屋市東区新出来２－６－７ 東区

医科 近藤医院 磯部  和男 052-935-3010 052-937-4118 461-0032 名古屋市東区出来町１－１０－２７ 東区

医科 伊藤耳鼻咽喉科東診療所 伊藤  弘美 052-723-8709 052-723-8719 461-0049 名古屋市東区古出来１－２－２２ 東区

医科 洪内科クリニック 洪  尚樹 052-930-1311 052-930-1310 461-0004 名古屋市東区葵３－２３－３ 第１４オーシャンビル１階 東区

医科 八木内科クリニック 八木  伸郎 052-711-1110 052-711-1121 461-0040 名古屋市東区矢田２－７０９ 東区

医科 くるまみちクリニック 増井  靖彦 052-932-1666 052-932-1182 461-0003 名古屋市東区筒井３－２６ 第２９オーシャンビル２階 東区

医科 大幸砂田橋クリニック 前田　憲志 052-711-8889 052-711-8808 461-0043 名古屋市東区大幸４丁目１８－２４ 東区

医科 おくむらレディスクリニック 奥村　豊 052-935-0596 052-935-5466 461-0034 名古屋市東区豊前町２－６８ 山田ビル北館１Ｆ 東区

医科 いとう整形外科・外科 伊藤　貴 052-935-5965 052-979-3667 461-0022 名古屋市東区東大曽根町３９－９ 東区

医科 オズモール内科クリニック 南　三郎 052-918-0012 052-918-0013 461-0022 名古屋市東区東大曽根町２１－８ 東区

医科 長谷川外科 長谷川　誠 052-936-0152 052-937-3393 461-0023 名古屋市東区徳川町５２４ 東区

医科 砂田橋クリニック 小澤　裕子 052-719-5001 052-719-5031 461-0043 名古屋市東区大幸４－１４－２２ 東区

医科 高橋内科クリニック 高橋　勝也 052-951-3768 052-953-6822 461-0016 名古屋市東区上堅杉町７ 東区

医科 徳川かとうクリニック 加藤　康二郎 052-937-1233 052-937-1221 461-0025 名古屋市東区徳川２－１４－１５ パール徳川１Ｆ 東区

医科 加藤内科クリニック 加藤　久視 052-935-6000 052-935-6000 461-0013 名古屋市東区飯田町３４ 東区

医科 小沼内科 小沼　博嗣 052-723-1888 052-723-1898 461-0045 名古屋市東区砂田橋３－２ 大幸東団地１０１－１０８ 東区

医科 荒川医院 大輪　芳裕 052-971-0082 052-961-4824 461-0001 名古屋市東区泉1丁目５－２４ 東区

医科 尾崎クリニック 尾崎　敦子 052-914-0378 052-917-1721 461-0021 名古屋市東区大曽根１－２－２５ 東区

医科 丸井医院 木本　昌子 052-931-0601 052-932-3677 461-0001 名古屋市東区泉２－１９－２ 東区

医科 杉田医院 杉田　洋一 052-711-7990 052-711-6366 461-0043 名古屋市東区大幸２－２－６ 東区

医科 中川整形外科内科 中川　正美 052-931-3681 052-935-8073 461-0001 名古屋市東区泉３－２７－８ 東区

医科 堀内内科消化器科クリニック 堀内　洋 052-933-0808 052-933-0809 461-0027 名古屋市東区芳野３－６－４－Ｄ００３ 東区

医科 松波医院 松波　江利子 052-971-3467 052-971-3467 461-0005 名古屋市東区東桜１－４－１ 東区

医科 木村医院 木村　勝則 052-935-5526 052-937-9243 461-0003 名古屋市東区筒井３－１５－７ 東区

医科 名古屋ハートセンター 外山　淳治 052-719-0810 052-722-1731 461-0045 名古屋市東区砂田橋１－１－１４ 東区

医科 メグラス在宅クリニック　 飛田　拓哉 052-508-7713 052-508-8079 461-0004 名古屋市東区葵３-１４-３ 東区

医科 林整形外科 林　浩之 052-719-0555 052-719-0666 461-0040 名古屋市東区矢田２－９－１０ 東区

医科 名古屋東女性のクリニック 新藤　和代 052-508-8358 052-508-8326 461-0034 名古屋市東区豊前町３－１９－１ 東区

医科 大幸砂田橋クリニック 飯田　俊郎 052-711-8889 052-711-8808 461-0043 名古屋市東区大幸４丁目１８－２４ 東区

医科 山本内科医院 山本　英子 052-935-2450 052-932-6972 461-0002 名古屋市東区代官町１０－１０ 東区

医科 大幸砂田橋ブランチクリニック 吉﨑　重仁 052-711-3245 052-711-3263 461-0043 名古屋市東区大幸４－１６－２３ 東区

医科 医）アライフサポートココカラハートクリニック 伊藤　義浩 052-953-9373 052-962-8659 461-0001 名古屋市東区泉１－２３－３６ ＮＢＮ泉ビル４Ｆ 東区

医科 ココカラウィメンズクリニック 伊藤　加奈子 052-950-5077 052-950-5066 461-0001 名古屋市東区泉１－２３－３６ ＮＢＮ泉ビル４Ｆ 東区

医科 もくれんクリニック 梅村　敬治郎 052-934-7122 052-934-7132 461-0001 名古屋市東区泉二丁目２１番２５号 高岳院ビル７階 東区

医科 しらかべ耳鼻科・小児科 多賀谷　満彦 052-936-8733 052-936-8735 461-0027 名古屋市東区芳野一丁目２－１ 東区

医科 あおばこどもクリニック 横山　麻千子 052-726-5430 052-726-3411 461-0032 名古屋市東区出来町３－７－２１ 東区

医科 新栄リウマチ膠原病・内科クリニック 金倉　雄一 052-325-7800 052-325-7656 461-0004 名古屋市東区葵１－１４－１３ アーク新栄ビルディング１Ｆ 東区

医科 いなほクリニック 野口　貴弘 052-719-0717 052-719-0718 461-0045 名古屋市東区砂田橋１－１－１ 東区

医科 太田眼科クリニック 太田　聡 052-725-3722 052-725-3723 461-0045 名古屋市東区砂田橋４－１－５２ コノミヤ砂田橋１Ｆ 東区

医科 はまうづクリニック 濱宇津　吉隆 052-721-8066 052-721-8033 461-0045 名古屋市東区砂田橋４－１－５２ コノミヤ砂田橋２Ｆ 東区

医科 小池ハートクリニック 小池　明 052-723-2277 052-723-2228 461-0049 名古屋市東区古出来１－１－１ 東区

歯科 テレピアデンタルオフィス 森　進吾 052-265-6557 052-265-6558 461-0005 名古屋市東区東桜１－１４－２５ テレピア２Ｆ 東区

歯科 五味歯科医院 五味　明良 052-937-6135 052-937-6138 461-0004 名古屋市東区葵３丁目２５ー４ 東区

歯科 なかむら歯科 中村　美保 052-722-4450 052-783-1613 461-0045 名古屋市東区砂田橋３－２－１０１－１１０ 東区

医科 名古屋市医師会急病センター 担当医 052-937-7821 052-937-6323 461-0004 名古屋市東区葵１－４－３８ 名古屋市医師会館　２階・３階 東区

医科 桜通り葵クリニック 金井　賢太郎 052-990-1061 052-938-4694 461-0004 名古屋市東区葵３－１２－７ AMS葵３　１F 東区

医科 清水口脳神経クリニック 小栗　大吉 052-265-9674 052-265-9675 461-0011 名古屋市東区白壁２－６－２０ 東区

医科 清水口整形外科クリニック 小栗　雄介 052-957-6360 052-957-6361 461-0022 名古屋市東区白壁２－６－１ 東区

医科 西野医院 西野　正路 052-935-3668 052-935-0709 461-0037 名古屋市東区百人町82 東区

医科 西野医院 西野　奈津 052-935-3668 052-935-0709 461-0037 名古屋市東区百人町82 東区

医科 ナゴヤドーム診療所 加藤　剛 052-719-2121 052-719-2217 461-0047 名古屋市東区大幸南1-1-1 東区

医科 橋本整形外科クリニック 橋本　晋平 052-910-0777 052-910-0778 462-0026 名古屋市北区萩野通１－３８－１ 北区



 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

医科 あじま眼科クリニック 吉田　統彦　 052-902-8811 052-902-0631 462-0014 名古屋市北区楠味鋺２－１７０４ 北区

医科 くろかわ内科・健診クリニック 松清　有美香 052-908-8181 052-908-8133 462-0044 名古屋市北区元志賀町１－４－１ 北区

医科 知杜クリニーク 森下　宗彦 052-908-8181 052-908-8133 462-0044 名古屋市北区元志賀町１－４－１ 北区

歯科 名古屋北歯科保健医療センター 瓜生　和貴 052-915-8844 052-913-1839 462-0057 名古屋市北区平手町１－１－５ 北区

医科 知杜クリニーク 蜷川　友華 052-908-8181 052-908-8133 462-0044 名古屋市北区元志賀町１－４－１ 北区

医科 こばやしこどもクリニック 小林　正紀 052-938-7670 052-938-7671 462-0053 名古屋市北区光音寺町２－１３ 北区

医科 清水内科 清水　浩光 052-912-8028 052-912-8028 462-0025 名古屋市北区鳩岡町１－５ 鳩岡医療センター 北区

医科 胃腸科外科山田クリニック 山田　洋 052-913-1306 052-914-9865 462-0043 名古屋市北区八代町２－８２ 北区

医科 あだち内科クリニック 足立　信幸 052-902-5677 052-902-5699 462-0015 名古屋市北区中味鋺三丁目１００１ 北区

医科 いしぐろクリニック 石黒　良明 052-903-1133 052-903-1132 462-0007 名古屋市北区如意２－１１８ 北区

医科 津村こどもクリニック 津村  治男 052-914-8248 052-914-6980 462-0036 名古屋市北区長喜町２－３３－２ 北区

医科 榊原内科診療所 榊原　利典 052-901-2188 052-901-2186 462-0004 名古屋市北区三軒町１２－１ 北区

医科 柴田内科クリニック 柴田  恒洋 052-902-6511 052-902-6548 462-0061 名古屋市北区会所町 北区

医科 近松医院 近松  均 052-981-5323 052-981-5327 462-0819 名古屋市北区平安２－５－４０ 北区

医科 あいやまクリニック 相山  敏之 052-919-2001 052-919-2002 462-0841 名古屋市北区黒川本通３-８ 北区

医科 澤野医院 澤野  隆志 052-981-6214 052-981-6201 462-0035 名古屋市北区大野町２－２３－３ 北区

医科 やながわクリニック 梁川  鉄男 052-919-6711 052-919-6712 462-0035 名古屋市北区大野町３－１６ 北区

医科 片山内科 片山  博 052-914-8000 052-914-8000 462-0059 名古屋市北区駒止町２－４０ 東洋ビル 北区

医科 上飯田クリニック 加藤　優 052-914-3387 052-911-4866 462-0802 名古屋市北区上飯田北町１－７６ 北区

医科 宮永医院 上野　美智代 052-981-6454 052-916-3044 462-0845 名古屋市北区柳原２-１-14 北区

医科 北病院（北医療生活共同組合） 矢﨑　正一 052-915-2301 052-991-3315 462-0804 名古屋市北区上飯田南町２－８８ 北区

医科 愛知健康増進財団診療所 水野　金一郎 052-951-3331 052-962-3278 462-0844 名古屋市北区清水１－１８－４ 北区

医科 金城クリニック 山田  泰弘 052-918-7580 052-918-7532 462-0847 名古屋市北区金城３－４－５ 北区

医科 高橋メンタルクリニック 高橋  潔 052-915-7200 052-915-0013 462-0825 名古屋市北区大曽根３－５－１５ 大曽根朝日マンション２０２ 北区

医科 なごやかこども成長クリニック 上條　隆司 052-911-7580 052-911-7611 462-0819 名古屋市北区平安２－１－１４ カトレヤビル１階 北区

医科 平竹クリニック 平竹　貫二 052-914-3240 052-914-3735 462-0045 名古屋市北区敷島町４８－１ 北区

医科 上飯田リハビリテーション病院 岸本　秀雄 052-916-3681 052-991-3112 462-0802 名古屋市北区上飯田北町３－５７ 北区

医科 うさぎ耳鼻くびクリニック 亀井　壯太郎 052-912-2121 052-912-2119 462-0825 名古屋市北区大曽根３－１２－３２ 大曽根駅地下街オズガーデン 北区

医科 城北クリニック 中村　中 052-915-3731 052-912-6221 462-0841 名古屋市北区黒川本通５－２６－１ 北区

医科 若葉通クリニック 新城　博之 052-914-7202 052-914-7253 462-0854 名古屋市北区若葉通１-１５-２ カスタリア志賀本通１Ｆ 北区

医科 きむらクリニック 木村　智政 052-991-5335 052-991-3301 462-0825 名古屋市北区大曽根３－６－３ パークスクエア大曽根１Ｆ３号 北区

医科 たけなかクリニック 竹中　基晃 052-910-3663 052-910-0122 462-0825 名古屋市北区大曽根３－７－３ 北区

医科 大隈病院 伊藤　隆文 052-991-2111 052-991-2113 462-0825 名古屋市北区大曽根２－９－３４ 北区

医科 稲垣婦人科 稲垣　資郎 052-910-5550 052-910-5556 462-0825 名古屋市北区大曽根３－１５－５８ 大曽根フロントビル２階 北区

医科 加藤医院 加藤　忠 052-915-8511 052-915-8511 462-0810 名古屋市北区山田１－１３－７７ 北区

医科 小林内科 小林　邦生 052-915-5571 052-912-2658 462-0841 名古屋市北区黒川本通３－６７ 北区

医科 河村耳鼻咽喉科 近藤　由香 052-916-0435 052-981-5396 462-0844 名古屋市北区清水４－１３－１０ 北区

医科 やまね病院 竹中　茂晴 052-901-3255 052-901-7677 462-0014 名古屋市北区楠味鋺４－１５２４ 北区

医科 堀田医院 近田　和余 052-991-8581 052-912-7497 462-0043 名古屋市北区八代町２－７４ 北区

医科 もしもしこどもクリニック 西本　淳子 052-912-6582 052-912-6594 462-0845 名古屋市北区柳原２－１２－２６ 北区

医科 ひらい内科クリニック 平井　正明 052-919-1661 052-919-1662 462-0810 名古屋市北区山田４－１－５２ 北区

医科 大隈病院 真砂　敦夫 052-991-2111 052-991-2113 462-0825 名古屋市北区大曽根２－９－３４ 北区

医科 金城クリニック 山田　敬子 052-918-7580 052-918-7532 462-0847 名古屋市北区金城３－４－５ 北区

医科 やまね病院 山根　則夫 052-901-3255 052-901-7677 462-0014 名古屋市北区楠味鋺４－１５２４ 北区

医科 堀口医院 堀口　京子 052-901-4862 052-901-4862 462-0013 名古屋市北区東味鋺１－１６０１ 北区

医科 きまたクリニック 木全　文夫 052-938-3311 052-938-3322 462-0843 名古屋市北区田端１丁目１２－１２ 北区

医科 おおぞね内科クリニック 近藤　紀子 052-910-1230 052-910-1231 462-0825 名古屋市北区大曽根４－１３－２８ 北区

医科 つがねクリニック 津金　恭司 052-911-8686 052-911-4141 462-0023 名古屋市北区安井４－１４－６３ 北区

医科 浦野医院 浦野　修 052-915-5363 052-915-7080 462-0816 名古屋市北区平安通１‐１‐２ ステーション平安通１Ｆ 北区

医科 おおすぎハツノ内科クリニック 初野　剛 052-911-0700 052-911-5566 462-0837 名古屋市北区大杉３－１５－３ おおすぎビル１F 北区

医科 たけなか外科内科こどもクリニック 竹中　拡晴 052-916-2161 052-916-1994 462-0047 名古屋市北区金城町4-72 北区

医科 ささきクリニック 佐々木　智康 052-915-5800 052-915-5800 462-0818 名古屋市北区彩紅橋通２－１ スクエア３５８　１Ｆ 北区

医科 おおぞねメディカルクリニック 瀬嵜　良三 052-915-9301 052-913-4189 462-0819 名古屋市北区平安２－２－１４ 北区

医科 セタクリニック 瀬田　浩之 052-325-6699 052-325-6698 462-0841 名古屋市北区黒川本通４－３８－１ カーサビアンカ黒川２Ｆ 北区
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医科 木の香往診クリニック 佐竹　重彦 052-908-8421 052-908-8423 462-0059 名古屋市北区駒止町２－２２ 北区

医科 うわとこクリニック 上床　邦彦 052-991-4602 052-991-4628 462-0825 名古屋市北区大曽根２－７－１８ 北区

医科 竹内クリニック 竹内　直秀 052-914-0533 052-914-0520 462-0032 名古屋市北区辻町３－５３ 北区

医科 中村　敬 北区

医科 上飯田泌尿器科内科クリニック 平林　崇樹 052-325-2411 052-325-8124 462-0805 名古屋市北区八龍町１－５６ 北区

医科 おかひらクリニック 岡平　樹洋 052-915-0007 052-740-3768 462-0861 名古屋市北区辻本通３－２４－１ 北区

医科 名古屋市重症心身障害児者施設　ティンクルなごや 山下　伸子 052-916-0333 052-916-0338 462-0057 名古屋市北区平手町１－１－５ 北区

歯科 名古屋北歯科保健医療センター 安藤　正晃 052-915-8844 052-913-1839 462-0057 名古屋市北区平手町１－１－５ 北区

歯科 花木歯科医院 花木　雅洋 052-981-4848 052-981-4848 462-0833 名古屋市北区水切町６－８９ 北区

歯科 水野歯科医院 水野　孝則 052-915-9435 052-917-0433 462-0804 名古屋市北区上飯田南町１－２５ 北区

歯科 足立歯科医院 足立　正人 052-981-2246 052-981-0686 462-0819 名古屋市北区平安一丁目１番６号 北区

医科 中切パークサイドクリニック 山東　元樹 052-914-2008 052-914-2007 462-0051 名古屋市北区中切町２－１０ 北区

医科 服部外科整形外科 服部　祥明 052-991-5100 052-991-5148 462-0036 名古屋市北区長喜町１－１０ 北区

医科 ふたばクリニック 伊藤　祐子 052-212-8660 052-212-8665 462-0844 名古屋市北区清水１－６－８ NATURE　WORLD　BUILDING　２F 北区

医科 柴田内科クリニック 柴田　俊輔 052-902-6511 052-902-6548 462-0061 名古屋市北区会所町２２６ 北区

医科 天野記念クリニック 普天間　新生 052-521-2788 052-521-2940 451-0025 名古屋市西区上名古屋４－３－６ 西区

医科 リーフクリニック名駅 竹山　俊昭 052-551-5151 052-551-5153 451-0042 名古屋市西区那古野２－２５－１１ 西区

医科 恒川内科小児科医院 恒川　博 052-531-0737 052-524-6525 451-0053 名古屋市西区枇杷島一丁目６－３２ 西区

医科 リウゲ内科名駅クリニック 龍華  一男 052-541-0555 052-565-6645 451-0045 名古屋市西区名駅２－１１－３ 西区

医科 シンタニ皮フ科 新谷  紘一 052-524-1676 052-524-1256 451-0024 名古屋市西区秩父通２－７４－１ 西区

医科 リウゲ内科小田井クリニック 龍華  二郎 052-503-3636 052-502-8580 452-8580 名古屋市西区市場木町１５１ 西区

医科 村上クリニック 村上  敬 052-531-2271 052-531-2248 451-0062 名古屋市西区花の木３－１４－４ 西区

医科 村上クリニック 村上  和之 052-531-2271 052-531-2248 451-0062 名古屋市西区花の木３－１４－４ 西区

医科 渡辺医院 渡辺  英嗣 052-531-8640 052-531-7709 451-0016 名古屋市西区庄内通１－３８ 西区

医科 渡辺医院 渡辺  祐美 052-531-8640 052-531-7709 451-0016 名古屋市西区庄内通１－３８ 西区

医科 新道内科クリニック 伴　和彦 052-588-0160 052-588-0150 451-0043 名古屋市西区新道２－５－７ 西区

医科 松葉内科 松葉  周三 052-529-2211 052-523-2223 451-0077 名古屋市西区笹塚町１－３－１ 西区

医科 耳鼻咽喉科まつおか医院 松岡  徹 052-551-0673 052-581-0267 451-0042 名古屋市西区那古野２－７－８ 西区

医科 よねだクリニック 米田　實 052-528-5181 052-523-2881 451-0053 名古屋市西区枇杷島１－１８－４ 西区

医科 よねだ整形リハビリクリニック 米田　忠正 052-528-5181 052-523-2881 451-0053 名古屋市西区枇杷島１－１８－４ 西区

医科 須藤医院 須藤　真由美 052-523-4112 052-523-1219 451-0035 名古屋市西区浅間２－９－５ 西区

医科 なかむら内科 中村　泰人 052-521-7667 052-521-7668 451-0025 名古屋市西区上名古屋１－１４－２３ 西区

医科 こざき女性クリニック 小崎　均 052-522-3366 052-522-3367 451-0025 名古屋市西区上名古屋２－２６－７ 西区

医科 あおい在宅診療所 木股　貴哉 052-784-7263 052-784-7267 451-0064 名古屋市西区名西２－３３－１０ 東芝名古屋ビル8F 西区

医科 井戸田整形外科　名駅スポーツクリニック 井戸田　仁 052-541-5455 052-541-0110 451-0045 名古屋市西区名駅２－６－５ 西区

医科 坂倉医院 坂倉　一義 052-551-0514 052-551-3528 451-0042 名古屋市西区那古野１－１０－８ 西区

医科 なかむら内科 中村　宏雄 052-521-7667 052-521-7668 451-0025 名古屋市西区上名古屋１－１４－２３ 西区

医科 大雄会ルーセントクリニック 松本　義隆 052-569-6030 052-569-6032 451-6003 名古屋市西区牛島町６－１ 名古屋ルーセントタワー３Ｆ 西区

医科 髙田内科医院 髙田　康夫 052-571-0124 052-571-0175 451-0041 名古屋市西区幅下１－１１－２４ 西区

医科 さぶり整形外科 岩田　淳 052-521-0550 052-531-1700 451-0031 名古屋市西区城西２－１９－１８ 西区

医科 庄内通レディースクリニック 三輪　美佐 052-522-3800 052-522-3900 451-0015 名古屋市西区香呑町６－５０ ノーステラス庄内通１階 西区

医科 わかまつ医院 若松　建一 052-581-0889 052-581-0889 451-0051 名古屋市西区則武新町三丁目１－１４０ 西区

医科 松井醫院 松井　基治 052-508-5201 052-508-5212 451-0025 名古屋市西区上名古屋２－５－７ 茂里川ビル２階 西区

医科 まえかわ耳鼻咽喉科 前川　広美 052-532-3387 052-532-3380 451-0071 名古屋市西区鳥見町１－３３ バードＹＭハイツ１Ｆ 西区

医科 城西こどもクリニック 安藤　直樹 052-531-4970 052-531-4977 451-0031 名古屋市西区城西４－１９－１０ 西区

医科 さこう駅前クリニック 村藤　正幸 052-583-5070 052-583-5071 451-0052 名古屋市西区栄生２－３－１１ ＵＮＣビル１Ｆ 西区

医科 むしかレディースクリニック 六鹿　正文 052-583-5556 052-583-5557 451-0043 名古屋市西区新道２－５－７ 中京メディカルビル２Ｆ 西区

医科 川合産婦人科 川合　健之 052-502-1501 052-504-0012 452-0804 名古屋市西区坂井戸町１９１ 西区

医科 シンタニ皮フ科 新谷　洋一 052-524-1676 052-524-1256 451-0024 名古屋市西区秩父通２-７４-１ 西区

歯科 城西歯科 山田　昌士 052-522-1016 052-522-1016 451-0031 名古屋市西区城西１－１０－２０ 西区

歯科 とき歯科・天神山 市川　千秋 052-531-0078 052-325-3210 451-0061 名古屋市西区浄心２－４－１ 西区

医科 やまかわこどもクリニック 山川  毅 052-502-5021 052-502-6345 452-0815 名古屋市西区八筋町１５８－１ 西区

医科 桜井医院 桜井  敏 052-501-0165 052-501-8840 452-0805 名古屋市西区市場木町２８６ 西区

医科 加藤寿クリニック 工藤　秀寛 052-504-5231 052-504-5234 452-0815 名古屋市西区八筋町２５７ 西区
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医科 かしまクリニック 加島　健利 052-501-6700 052-501-1717 452-0812 名古屋市西区玉池町３５１－１ 西区

医科 林整形外科クリニック 林　信彦 052-505-7535 052-505-8941 452-0809 名古屋市西区花原町１６－４ 西区

医科 てらべ整形外科 寺部　靖人 052-325-3880 052-325-3881 452-0847 名古屋市西区野南町９５番地 西区

医科 かなもと内科クリニック 金本　高明 052-325-6081 052-325-6082 452-0845 名古屋市西区中沼町５１番地 西区

医科 かわい内科＆皮ふ科 河合　宏紀 052-508-8699 052-508-8679 452-0822 名古屋市西区中小田井三丁目３８４－１ 西区

医科 かわい内科＆皮ふ科 河合　あかり 052-508-8699 052-508-8679 452-0822 名古屋市西区中小田井三丁目３８４－１ 西区

医科 キャッスルベルクリニック 上野　有生 052-529-1333 052-529-1332 451-0021 名古屋市西区天塚町２丁目７番地 西区

医科 かしの木こどもクリニック 小山　慎郎 052-501-1233 052-501-1277 452-0847 名古屋市西区野南町４１ 西区

医科 ナゴヤガーデンクリニック 若林　俊彦 052-564-5165 052-564-5183 451-0051 名古屋市西区則武新町３－１－１７ イオンモール名古屋ノリタケガーデン３F 西区

医科 ひらファミリークリニック 足立　佳也 052-325-4100 052-325-4101 452-0801 名古屋市西区清里384-1 西区

医科 毎日ドクター 岩間　芳生 052-581-2526 052-561-0515 450-6626 名古屋市中村区名駅１－１－３　 JRゲートタワー２６F 中村区

医科 マイクリニック大久保名古屋 谷村　葉子　 052-459-3933 052-459-3934 453-0015 名古屋市中村区椿町１－１６ 井門名古屋ビル８F 中村区

医科 毎日ドクター 東浦　有 052-581-2526 052-561-0515 450-6626 名古屋市中村区名駅１－１－３ ＪＲゲートタワー２６Ｆ 中村区

医科 彦坂クリニック 彦坂　博 052-581-6660 052-581-6636 450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目１５ 名古屋クロスコートタワー２階 中村区

医科 たちのクリニック 舘野　文美雄 052-541-9130 052-586-7036 450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目２６－８ 名古屋駅前桜通３階 中村区

医科 毎日ドクター 山田　正樹 052-581-2526 052-561-0515 450-6626 名古屋市中村区名駅１－１－３ ＪＲゲートタワー２６Ｆ 中村区

医科 めいてつ瀬戸クリニック 瀬戸  明 052-585-2949 052-585-2949 450-8505 名古屋市中村区名駅１－２－１ 名鉄百貨店１０階 中村区

医科 国際セントラルクリニック 伊藤  富士子 052-561-0633 052-561-0631 450-0001 名古屋市中村区那古野町１－４７－１ 名古屋国際センタービル１０Ｆ 中村区

医科 名駅前診療所保健医療センター 村上  悦士 052-581-8406 052-581-6227 450-0003 名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ 住友生命名古屋ビル２Ｆ 中村区

医科 毎日ドクター 岸本　浩明 052-581-2526 052-561-0515 450-6626 名古屋市中村区名駅１－１－３ ＪＲゲートタワー２６Ｆ 中村区

医科 国際セントラルクリニック 内藤　靖夫 052-561-0633 052-561-0631 450-0001 名古屋市中村区那古野１－４７－１ 国際センタービル１０Ｆ 中村区

医科 セントソフィアクリニック 伊藤　知華子 052-551-1595 052-551-1596 450-6019 名古屋市中村区名駅１－１－４ ＪＲセントラルタワーズ１９Ｆ 中村区

医科 名古屋循環器科・内科 吉田　哲 052-533-1441 052-586-5181 450-0002 名古屋市中村区名駅２－４５－７ 松岡ビルディング４Ｆ 中村区

医科 水谷内科小児科 片平　智行 052-541-6580 052-541-3860 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１１－１ 中村区

医科 カワカツ耳鼻咽喉科 川勝　健司 052-551-0819 052-551-0819 450-6409 名古屋市中村区名駅３－２８－１２ 大名古屋ビルヂング９Ｆ 中村区

医科 レディースクリニックミュウ 川口　朝兒 052-551-7111 052-551-7770 450-0002 名古屋市中村区名駅４－６－２３ 第三堀内ビル１３Ｆ 中村区

医科 名駅前診療所保健医療センター 米谷　国男 052-581-8406 052-581-6227 450-0003 名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ 住友生命名古屋ビル２Ｆ 中村区

医科 ひこさか医院 彦坂　敦也 052-551-0509 052-551-0512 450-0001 名古屋市中村区那古野１－４６－１５ 中村区

医科 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 玉置　繁憲 052-563-7887 052-563-7886 450-0002 名古屋市中村区名駅４－２６－２５ メイフィス名駅ビル３Ｆ 中村区

医科 名駅前診療所保健医療センター 菱田　仁士 052-581-8406 052-581-6227 450-0003 名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ 住友生命名古屋ビル２Ｆ 中村区

医科 浅田レディース名古屋駅前クリニック 浅田　義正 052-551-2203 052-551-2208 450-0002 名古屋市中村区４－６－１７ 名古屋ビルディング３Ｆ 中村区

医科 いわた血管外科クリニック 岩田　博英 052-566-0013 052-566-0018 450-0002 名古屋市中村区名駅４丁目１－３ クリスタルＭＡビル９Ｆ 中村区

医科 名駅ファミリアクリニック 田島　光浩 052-459-3313 052-459-3313 453-0013 名古屋市中村区亀島１－４－４ モテット名古屋１Ｆ 中村区

医科 大同生命保険株式会社名古屋医務室 大脇　徹 052-541-3151 052-569-1433 450-0002 名古屋市中村区名駅４－２３－１３ 中村区

医科 ゆうこ乳腺クリニック名駅 岡南　裕子 052-756-2905 052-756-2906 450-0002 名古屋市中村区名駅４-６-２３ 第３堀内ビル１３Ｆ 中村区

歯科 内堀歯科医院 内堀　典保 052-581-5580 052-581-5583 450-0001 名古屋市中村区那古野１－４７－１ 名古屋国際センタービル１０Ｆ 中村区

医科 芦原耳鼻咽喉科院 芦原  誠 052-471-3387 052-482-3997 453-0811 名古屋市中村区太閤通５－２０ 中村区

医科 鵜飼リハビリテーション病院 鵜飼　泰光 052-461-3132 052-461-3231 453-0311 名古屋市中村区太閤通４－１ 中村区

医科 岩田病院 岩田　浩輔 052-451-1552 052-451-0328 453-0014 名古屋市中村区則武１－１－１１ 中村区

医科 寺島整形外科 寺島　洋治 052-452-1911 052-452-2133 453-0014 名古屋市中村区則武２－９－１７ 中村区

医科 太田なごやかクリニック 太田　英正 052-413-8008 052-413-7733 453-0834 名古屋市中村区豊国通２丁目２１-１ 中村区

医科 公園北クリニック 芳川　博人 052-411-2122 052-411-2123 453-0041 名古屋市中村区本陣通５－１１２ 中村区

医科 増子クリニック昴 山﨑  親雄 052-412-8211 052-414-2962 453-0856 名古屋市中村区並木１－３２２ 中村区

医科 岩田病院 松原　英孝 052-451-1552 052-451-0328 453-0014 名古屋市中村区則武１－１－１１ 中村区

医科 恒川クリニック 恒川　洋 052-452-1270 052-452-1260 453-0801 名古屋市中村区太閤１－２２－１３ 恒川ビル４・５階 中村区

医科 中村内科 中村　佳世 052-482-0312 052-482-0319 453-0053 名古屋市中村区中村町８－３７ 中村区

医科 名駅２丁目クリニック 安田　年伸 052-571-5777 052-571-5780 450-0002 名古屋市中村区名駅2－43－12　 東山ビル２Ｆ 中村区

医科 安田内科クリニック 安田　裕 052-482-1401 052-482-8080 453-0811 名古屋市中村区太閤通９－１７ 中村区

医科 中村内科 中村　雄太 052-482-0312 052-482-0319 453-0053 名古屋市中村区中村町８－３７ 中村区

医科 安田内科クリニック 安田　香苗 052-482-1401 052-482-8080 453-0811 名古屋市中村区太閤通９－１７ 中村区

医科 山田産婦人科 山田　悟 052-412-1771 052-412-1741 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町7－5 中村区

医科 徳田クリニック 徳田　衛 052-452-0031 052-452-3131 453-0011 名古屋市中村区千原町４－６５ 中村区

医科 城田クリニック 城田　高 052-461-3770 052-461-3771 453-0037 名古屋市中村区高道町５－３－２０ 中村区

医科 ふじたクリニック 藤田　友康 052-454-3008 052-454-3009 453-0801 名古屋市中村区太閤五丁目５番５号 中村区
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医科 増子記念病院 両角　國男 052-451-1307 052-451-1324 453-8566 名古屋市中村区竹橋町３５番２８号 中村区

医科 クリニックかけはし 鬼頭　哲太郎 052-413-0591 052-413-0592 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町２－１６－８ 中村区

医科 桶屋クリニック 桶屋　将之 052-533-6166 052-533-6167 450-0003 名古屋市中村区名駅南３－１６－１５ ＡＳビル２Ｆ 中村区

医科 太閤クリニック 田中　聡 052-485-7877 052-485-6837 453-0811 名古屋市中村区太閤通５－３３ 中村区

医科 ゲートタワー眼科 鈴木　葉子 052-462-9211 052-462-9212 450-6626 名古屋市中村区名駅１－１－３ ＪＲゲートタワー２６Ｆ 中村区

医科 寺島整形外科 寺島　照雄 052-452-1911 052-452-2133 453-0014 名古屋市中村区則武２－９－１７ 中村区

歯科 きくや歯科 小林　卓 052-461-0321 052-482-3801 453-0811 名古屋市中村区太閤通６－１６ 中村区

歯科 広小路歯科室 中田　論理 052-561-1333 052-561-1337 450-0002 名古屋市中村区名駅４丁目２４番地１２ グローバビル２Ｆ 中村区

歯科 えびす歯科 黒木　豊 052-471-7270 052-471-8017 453-0818 名古屋市中村区千成通６－５ コーポサンシャイン１F 中村区

歯科 さこうデンタルクリニック 天野　敏之 052-471-0350 052-471-0364 453-0033 名古屋市中村区栄生町８－１３ 日善ビル２Ｆ 中村区

歯科 加藤歯科 加藤　善久 052-441-9141 052-411-0977 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通１－４３ 中村区

医科 名古屋内科、内視鏡クリニック 林　勝男 052-564-5558 052-564-5553 450-6409 名古屋市中村区名駅３－２８－１２ 大名古屋ビルヂング９Ｆ 中村区

医科 サイ皮膚泌尿器科 佐井　紹徳 052-411-3003 052-411-3003 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通１－３９－２ サイ第１ビル２F 中村区

医科 タナカ皮膚科 田中　義人 052-581-5511 052-581-5566 450-0002 名古屋市中村区名駅４－６－２３ 第三堀内ビル４F 中村区

医科 平野整形外科 平野　健一 052-481-1266 052-461-2260 453-0044 名古屋市中村区鳥居通2-24-1 中村区

医科 山田産業医事務所 山田　和弘 052-684-4583 052-684-4583 460-0002 名古屋市中区丸の内２－１２－８ ＡＲＥＸ丸の内８０４ 中区

医科 勝又病院 勝又　一臣 052-241-0408 052-241-2944 460-0007 名古屋市中区新栄１－３２－２２ 中区

医科 さかもと内科腎クリニック 坂本　いずみ 052-961-2061 052-961-2061 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル６Ｆ 中区

医科 名古屋東栄クリニック 本多　英邦 052-201-1111 052-204-1213 460-0008 名古屋市中区栄２－１１－２５ 中区

医科 こんどう女性クリニック 近藤　育代　 052-951-0500 052-951-0505 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７Ｆ 中区

医科 名古屋栄駅前　ふくはら大腸肛門外科・消化器内科 福原　政作 052-252-5021 052-252-5022 460-0008 名古屋市中区栄４－２－７ 栄イーストビル5F 中区

医科 新栄クリニック 八尾村　多佳朗 052-263-3501 052-263-3503 460-0007 名古屋市中区新栄３－７－１３ 中区

医科 岩瀬内科・消化器内科 岩瀬　弘明 052-951-1255 052-951-1285 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル３F 中区

医科 さくらメディカルクリニック 伊藤　智恵子 052-684-4805 052-684-4806 460-0008 名古屋市中区栄３－６－２０ 辰晃ビル２F 中区

医科 青木クリニック 青木　淳 052-202-1616 052-212-7330 460-0003 名古屋市中区錦１－２０－８ カーニープレイス名古屋伏見ビル３F 中区

医科 東京トータルライフクリニック名古屋分院 井口　清吾 052-265-9311 052-265-9355 460-0012 名古屋市中区千代田３－３３－２４ マイティコミュニティ千代田２F 中区

医科 マーメイドクリニック栄 落合　尚美 052-746-9977 052-746-9975 460-0003 名古屋市中区錦３－５－１５ パークウエストビル2F 中区

医科 新栄クリニック 山本　富男 052-263-3501 052-263-3503 460-0007 名古屋市中区新栄３－７－１３ 千種区

医科 山川内科 山川　育夫 052-951-1211 052-951-1211 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５階 中区

医科 恒川内科 恒川　誠 052-951-1265 052-951-1265 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５階 中区

医科 セントラル小児科 森　孝生 052-971-6237 052-971-6237 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル３階 中区

医科 可世木婦人科ＡＲＴクリニック 可世木　成明 052-251-8801 052-242-1662 460-0008 名古屋市中区栄４－２－２９ 名古屋広小路プレイス７Ｆ 中区

医科 長谷川内科 長谷川　鐘三 052-961-5923 052-961-5925 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７階 中区

医科 岡田内科 岡田　章 052-321-7071 052-332-5506 460-0013 名古屋市中区上前津１丁目１２－７ 中区

医科 中川内科 中川　喬市 052-951-7532 052-951-7532 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５階 中区

医科 亀井内科呼吸器科 亀井　三博 052-951-2577 052-951-2575 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル６階 中区

医科 ＳＬ外科・乳腺クリニック 古田　吉行 052-971-6269 052-971-6269 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７階 中区

医科 かんばらクリニック 神原　政孝 052-241-0390 052-241-5531 460-0007 名古屋市中区新栄３丁目８－２６ 中区

医科 やまだクリニック 山田　健二 052-263-7301 052-263-7301 460-0008 名古屋市中区栄４丁目16-36 久屋中日ビル2F 中区

医科 かねまきクリニック 印牧  武人 052-321-8201 052-321-8202 460-0015 名古屋市中区大井町４－２０ 中区

医科 飯田レディースクリニック 飯田  忠史 052-241-0512 052-241-0526 460-0007 名古屋市中区新栄３－２－１ 中区

医科 木村クリニック 木村  彰良 052-332-0011 052-331-8899 460-0012 名古屋市中区千代田４－４－１８ 中区

医科 木村クリニック 木村  あんな 052-332-0011 052-331-8899 460-0012 名古屋市中区千代田４－４－１８ 中区

医科 関谷耳鼻咽喉科 関谷  芳正 052-951-7799 052-951-3358 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル９Ｆ 中区

医科 恒吉クリニック 恒吉  雅弘 052-231-3256 052-211-3878 460-0002 名古屋市中区丸の内２－１８－１１ 第４６ＫＴビル１Ｆ 中区

医科 すぎやまレディスクリニック 杉山  正子 052-971-0930 052-971-0935 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル３階 中区

医科 仁大クリニック 奥山  真司 052-331-8019 052-331-5210 460-0022 名古屋市中区金山１－１４－９ 長谷川ビル９Ｆ 中区

医科 おぜき内科 尾関  知子 052-331-6808 052-331-6808 460-0012 名古屋市中区千代田３－３－８ 中区

医科 北川くりにっく 北川  裕章 052-322-8380 052-322-8381 460-0022 名古屋市中区金山１－９－２０ 昌伸ビル１．２階 中区

医科 神経内科渡辺クリニック 渡辺  正樹 052-955-5060 052-955-5080 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル３階 中区

医科 高見医院 高見  和秀 052-241-3032 052-262-3290 460-0007 名古屋市中区新栄２－１３－６ 中区

医科 森内科クリニック 森  紀樹 052-331-2725 052-331-2725 460-0014 名古屋市中区富士見町１５－１８ 中区

医科 おおの内科 大野  秀樹 052-971-0950 052-971-0950 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５階 中区

医科 本町クリニック 服部  優子 052-249-0101 052-249-0065 460-0008 名古屋市中区栄３－２０－２９ 中区
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医科 加藤医院 加藤  眞知子 052-951-3114 052-951-3118 460-0004 名古屋市中区新栄町３－１３ 加藤ビル２階 中区

医科 トラストクリニック 水野  清 052-307-6222 052-307-6225 460-0008 名古屋市中区栄１－３０－２２ 中区

医科 五島メンタルクリニック 五島  幸明 052-265-0510 052-265-0566 460-0008 名古屋市中区栄３－６－２０ 辰晃ビル５階 中区

医科 佐々木小児科放射線科内科医院 佐々木　順子 052-241-3776 052-241-6465 460-0008 名古屋市中区栄４－１４－１０ 中区

医科 いとう医院 伊藤　靖敏 052-219-2227 052-219-2229 460-0011 名古屋市中区大須２－２８－３２ 中区

医科 福澤内科・皮フ科クリニック 福澤　良彦 052-218-8882 052-218-8884 460-0003 名古屋市中区錦２－１４－２０ 中区

医科 福澤内科・皮フ科クリニック 福澤　加奈子 052-218-8882 052-218-8884 460-0003 名古屋市中区錦２－１４－２０ 中区

医科 いくたウィメンズクリニック 生田　克夫 052-263-1250 052-263-1256 460-0008 名古屋市中区栄３－１５－２７ 名古屋プラザビル３Ｆ 中区

医科 かんばらクリニック 神原　克臣 052-241-0390 052-241-5531 460-0007 名古屋市中区新栄３－８－２６ 中区

医科 ともこレディースクリニック 杉浦　智子 052-950-7777 052-950-7770 460-0003 名古屋市中区錦３－２２－１３ 栄町ビル西館４Ｆ 中区

医科 服部内科クリニック 服部  正樹 052-962-8500 052-962-8505 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７Ｆ 中区

医科 名古屋栄クリニック 福田　直行 052-251-6661 052-251-6662 460-0008 名古屋市中区栄５－２７－３ 中区

医科 成田産婦人科 成田  収 052-221-1595 052-221-1968 460-0011 名古屋市中区大須１－２０－３０ 中区

医科 クリニックロタージェ 林　秀樹 052-228-9265 052-228-9275 460-0003 名古屋市中区錦３－２４－２４ 錦３２４ビル７Ｆ 中区

医科 上前津メディカルクリニック 竹内  徳之 052-323-1700 052-323-1701 460-0013 名古屋市中区上前津１－６－１０ 中区

医科 森川クリニック 森川　建基 052-961-1709 052-961-1719 460-0004 名古屋市中区新栄１－３ 日丸名古屋ビル８階 中区

医科 マリンクリニック 小長谷　敏浩 052-954-8001 052-954-8002 460-0002 名古屋市中区丸の内３－２０－１７ 中外東京海上ビル４Ｆ 中区

医科 はるかクリニック 久野　菊美 052-263-8731 052-263-8732 460-0007 名古屋市中区新栄２－２－１ イノフィス３Ｆ 中区

医科 可世木婦人科ＡＲＴクリニック 浅井　光興 052-251-8801 052-242-1662 460-0008 名古屋市中区栄４－２－２９ 名古屋広小路プレイス７Ｆ 中区

医科 としわ会診療センターレクリニック 清水　秀康 052-882-1048 052-882-1049 460-0022 名古屋市中区金山５－５－１１ 中区

医科 としわ会診療センターレクリニック 清水　絵麻 052-882-1048 052-882-1049 460-0022 名古屋市中区金山５－５－１１ 中区

医科 岩田内科医院 岩田　章裕 052-321-3010 052-322-4588 460-0012 名古屋市中区千代田３－１８－１１ 中区

医科 加藤内科胃腸科 加藤　寿彦 052-962-3585 052-961-4719 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１６－１６ 中区

医科 グレイスベルクリニック 加納　武夫 052-261-7777 052-261-7759 460-0011 名古屋市中区大須３－１６－２５ 中区

医科 セントラル皮膚科 坪根　幹夫 052-973-0495 052-973-0497 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７Ｆ 中区

医科 ふるたアメ横内科クリニック 古田　てるひ 052-238-6060 052-238-7177 460-0011 名古屋市中区大須３－１４－４３ 第二アメ横ビル３Ｆ 中区

医科 もりもり小児科 森　理 052-243-0130 052-243-0131 460-0012 名古屋市中区千代田５－１１－３５ 東日本ハウス名古屋支店ビル３Ｆ 中区

医科 青木クリニック 青木　勝 052-202-1616 052-212-7330 460-0003 名古屋市中区錦１－２０－８ カーニープレイス名古屋伏見３Ｆ 中区

医科 稲見眼科 稲見　英樹 052-331-1173 052-321-0863 460-0016 名古屋市中区橘２－１－１２ 中区

医科 中部健康管理センター 大塚　亨 052-979-5010 052-979-5012 461-0002 名古屋市東区代官町３４－２５ 東区

医科 まさはしレディスクリニック 正橋　鉄夫 052-263-1103 052-263-1108 460-0008 名古屋市中区栄３-６-２０ 辰晃ビル３F 中区

医科 名古屋栄ペインクリニック 柳原　尚 052-262-1377 052-262-1374 460-0008 名古屋市中区栄４－２－２９ 名古屋広小路プレイス２Ｆ 中区

医科 どい眼科クリニック 土井　浩史 052-211-9577 052-211-9588 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル８Ｆ 中区

医科 あんどう乳腺クリニック 安藤　由明 052-253-8281 052-253-5261 460-0022 名古屋市中区金山２－１－２２ さくらヒルズカナヤマ１Ｆ 中区

医科 栄エンゼルクリニック 水野　芳樹 052-238-0266 052-238-0250 460-0008 名古屋市中区栄５－４－１２ 中区

医科 はたの医院 波多野　敬 052-253-7370 052-253-7332 460-0008 名古屋市中区栄４－１６－27 冨士サカエビル4F 中区

医科 西大須　伊藤内科・血液内科 伊藤　達也 052-201-1616 052-201-1616 460-0011 名古屋市中区大須１－２１－４１ 中区

医科 磯部内科クリニック 磯部  智 052-971-0515 052-971-0628 460-0004 名古屋市中区新栄１－３ 日丸名古屋ビル３Ｆ 中区

医科 栄ＫＥＮハートクリニック 安井　健二 052-252-0770 052-252-5507 460-0008 名古屋市中区栄３－６－２０ 辰晃ビル６Ｆ 中区

医科 橋本内科 橋本　博行 052-231-6595 052-231-6912 460-0008 名古屋市中区栄１丁目１１番１８号 中区

医科 わたなべクリニック 渡辺　吉博 052-243-0200 052-243-0201 460-0011 名古屋市中区大須４－３－１ グリナリー南久屋１Ｆ 中区

医科 かとうせんとよレディスクリニック 加藤　千豊 052-339-0033 052-339-0032 460-0022 名古屋市中区金山１－１３－１８ ベルデマーレビル５階 中区

医科 パークサイド栄クリニック 竹内　幹人 052-262-2030 052-262-2038 460-0008 名古屋市中区栄３丁目３１番７号 大河内ビル５階 中区

医科 栄かとうクリニック 加藤　泰久 052-961-3001 052-961-3022 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５Ｆ 中区

医科 ＳＬ外科・乳腺クリニック 伊藤　由加志 052-971-6269 052-971-6269 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル７階 中区

医科 栄セントラル耳鼻科 服部　忠夫 052-241-3387 052-684-5780 460-0008 名古屋市中区栄３－２７－５ 栄セントビル２Ｆ 中区

医科 ふるたアメ横内科クリニック 古田　敏也 052-238-6060 052-238-7177 460-0011 名古屋市中区大須３－１４－４３ 第２アメ横ビル３Ｆ 中区

医科 中川内科 中川　順市 052-951-7532 052-951-7532 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル５階 中区

医科 よこやまＩＢＤクリニック 横山　正 052-228-7075 052-228-7315 460-0022 名古屋市中区金山１－１４－９ 長谷川ビル６Ｆ 中区

医科 野垣クリニック 野垣　岳志 052-231-5295 052-231-6436 460-0008 名古屋市中区栄１－１０－１６ 中区

医科 警察共済組合　愛知県支部　診療所 津下　圭太郎 052-951-1611 052-961-4780 460-8502 名古屋市中区三の丸二丁目１番１号 中区

医科 奥田クリニック 奥田　宣男 052-231-5707 052-232-6261 460-0003 名古屋市中区錦１－４－２８ 中区

医科 おおいわ消化器クリニック 大岩　哲哉 052-959-5560 052-959-5563 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル８Ｆ 中区

医科 メディカルイメージング栄　みやがわ乳腺クリニック 宮川　英男 052-242-3838 052-242-5657 460-0008 名古屋市中区栄５－２－３６ パークプレイス１Ｆ 中区
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医科 スカイル内科 椎尾　啓輔 052-241-2111 052-241-2110 460-0008 名古屋市中区栄３－４－５ 栄スカイルビル１１Ｆ 中区

医科 やまうち消化器内科クリニック 山内　学 052-957-2488 052-957-2688 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル６Ｆ 中区

医科 はまだ代謝内科 濱田　洋司 052-957-3701 052-957-3702 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル４Ｆ 中区

医科 たかい整形外科 石井　要 052-262-2800 052-262-6500 460-0011 名古屋市中区大須３－１４－４３ 大須第二アメ横ビル３Ｆ 中区

医科 トラストクリニック 田所　匡典 052-300-8925 052-307-6225 460-0008 名古屋市中区栄一丁目３０－２２ ハイメディック名古屋 中区

医科 吉田内科 吉田　修 052-951-0321 052-265-5526 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 日丸名古屋ビル３Ｆ 中区

医科 婦人科　可世木クリニック 中村　あずみ 052-324-7701 052-324-7702 460-0022 名古屋市中区金山１－１４－９ 長谷川ビル８Ｆ 中区

医科 葛谷クリニック 藤岡　憲 052-261-3700 052-251-1002 460-0008 名古屋市中区栄４－１７－２０ 中区

医科 ＭＯＴＥＴＴＯ鶴舞クリニック 荻久保　修 052-212-9380 052-212-9382 460-0012 名古屋市中区千代田２－８－７ モテット鶴舞公園１Ｆ 中区

歯科 まさき歯科 大須賀　伸二 052-683-8833 052-683-8833 460-0024 名古屋市中区正木４－８－１３ 金山フクマルビル１F 中区

歯科 御園歯科 杉山　知加樹 052-221-8911 052-221-8911 460-0008 名古屋市中区栄２－１－１ 日土地名古屋ビル２Ｆ 中区

歯科 ふしみ矯正歯科 高橋　直行 052-201-0010 052-308-8073 460-0003 名古屋市中区錦１－２０－１０ 一光伏見ビル３Ｆ 中区

歯科 野原歯科室 野原  栄二 052-241-2367 052-241-2367 460-0008 名古屋市中区栄３－６－２０ 辰晃ビル４Ｆ 中区

歯科 名城病院 服部　浩朋 052-201-5311 052-201-5318 460-0001 名古屋市中区三の丸１－３－１ 中区

歯科 ハヤシ歯科診療所 林　喜代治 052-321-0008 052-331-0418 460-0012 名古屋市中区千代田３－１１－８ 中区

歯科 吉木デンタルクリニック 吉木　邦男 052-263-6211 052-263-6211 460-0008 名古屋市中区栄３－７－１２ サカエ東栄ビル９Ｆ 中区

歯科 甲斐川歯科医院 甲斐川　昭造 052-261-5626 052-265-1830 460-0008 名古屋市中区栄５－１－１ パークサイドビル３Ｆ 中区

歯科 藤井歯科医院 藤井　肇基 052-231-8841 052-265-6582 460-0008 名古屋市中区栄１－３－３ 名古屋ヒルトンプラザＢ１Ｆ 中区

歯科 まなぶ歯科 鈴木　学 052-263-1182 052-263-4618 460-0007 名古屋市中区新栄３-２０-２８ アクシオス千種４Ｆ 中区

歯科 ハヤシ歯科診療所 林　祐巳子 052-321-0008 052-331-0418 460-0012 名古屋市中区千代田３-１１-８ 中区

歯科 中里歯科 須永　弘人 052-322-4180 052-331-4180 460-0016 名古屋市中区橘１－１２－３ 中区

歯科 めぐみ歯科へいわ 間瀬　純治 052-253-7100 052-253-8632 460-0021 名古屋市中区平和２－１２－５ 中区

医科 石崎　峯子 460-0022 名古屋市中区金山１－１５－３ アルバックスタワー金山駅前　1702号室 中区

医科 日本福祉大学付属クリニックさくら 竹内　健二 052-212-7001 052-212-7005 460-0012 名古屋市中区千代田４－５－３ 中区

医科 さかえ血管外科・循環器クリニック 平本　明徳 052-212-8523 052-212-8524 460-0008 名古屋市中区栄３－７－２２ 栄９２８ビル６F 中区

医科 なごや在宅診療所 大西　山大 052-212-9388 052-212-9389 460-0012 名古屋市中区千代田５－１１－１１ ＳＴ　ＰＬＡＺＡ　ＴＳＵＲＵＭＡＩ東館２Ｆ 中区

医科 KKCウエルネス名古屋健診クリニック 眞野　博 052-331-2325 052-212-9027 460-8422 名古屋市中区栄２－１０－１９ 名古屋商工会議所ビル１１F 中区

医科 芦原内科・心療内科 芦原　睦 052-322-0556 052-322-3556 460-0022 名古屋市中区金山１－１５－１０ NFC金山駅ビル７階７０１ 中区

医科 新栄クリニック 酒井　宏 052-263-3501 052-263-3503 460-0007 名古屋市中区新栄３－７－１３ 中区

医科 原内科クリニック 原　朋広 052-350-4666 052-350-4668 460-0022 名古屋市中区金山1-14-16 ﾄｷﾜﾋﾞﾙ3Ｆ 中区

医科 大須病院 谷口　彰彦 052-212-8981 052-212-8982 460-0017 名古屋市中区松原2-17-5 中区

医科 さかえ訪問クリニック 徐　大樹 052-232-0039 052-232-5888 460-0008 名古屋市中区栄1-25-17 中区

医科 可世木婦人科ARTクリニック 石川　くにみ 052-251-8801 052-242-1662 460-0008 名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス7F 中区

医科 可世木婦人科ARTクリニック 清水　麻記子 052-251-8801 052-242-1662 460-0008 名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス7F 中区

医科 エマ婦人科クリニック　名古屋栄 仲川　裕子 052-291-4690 052-291-4691 460-0003 名古屋市中区錦３-１７-１１ THE　MIDWEST　HOUSE　５Ｆ 中区

歯科 ラウレア歯科クリニック 中村　哲 052-875-7080 052-875-7090 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－７－３ 昭和区

医科 かわな病院 加藤　陽子 052-761-3225 052-761-3238 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 青山内科ハートクリニック 青山　豊 052-875-8181 052-875-8182 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－３ 昭和区

医科 八事小林泌尿器科 小林　弘明 052-833-8111 052-833-8112 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－９－１　 日興山手通ビル1F 昭和区

医科 だいまちクリニック 澤崎　直規 052-851-5568 052-851-5567 466-0033 名古屋市昭和区台町３－４－１ 昭和区

歯科 ミヤチデンタルクリニック 宮地　健太朗 052-846-8855 052-846-8588 466-0811 名古屋市昭和区高峯町１１６－１３ 昭和区

歯科 大野歯科医院 大野　公稔 052-834-6480 052-846-8255 466-0826 名古屋市昭和区滝川町16-1 昭和区

医科 吹上マタニティクリニック 山本　珠生 052-732-0303 052-732-0304 466-0001 名古屋市昭和区車田町１－４０－１ 昭和区

歯科 佐伯歯科医院 佐伯　薫 052-853-6615 052-853-6647 466-0046 名古屋市昭和区広見町６－６３ ひまわりBL2F 昭和区

歯科 やまおか歯科 山岡　達朗 052-731-4518 052-731-4561 466-0006 名古屋市昭和区北山町３－２２ 昭和区

医科 ごきそ腎クリニック 鶴見　達也 052-872-1900 052-872-1906 466-0051 名古屋市昭和区御器所２－９－７ 昭和区

歯科 わしの歯科クリニック 鷲野　崇 052-734-6480 052-734-6490 466-0827 名古屋市昭和区川名山町１－８８ 昭和区

医科 いつきクリニック石川橋 佐藤　正樹 052-831-2211 052-831-2250 466-0842 名古屋市昭和区檀渓通５－２６ 昭和区

医科 (前)高橋病院 高橋  英城 052-761-5003 052-761-5003 466-0851 名古屋市昭和区元宮町２－１４ 昭和区

医科 むらくもハートクリニック 三輪田　悟 052-871-3947 052-784-5365 466-0052 名古屋市昭和区村雲町１５－５ 昭和区

医科 いとう内科 伊藤　隆 052-731-3690 052-731-3690 466-0015 名古屋市昭和区御器所通１－１３ 昭和区

医科 立松医院 立松　廣 052-841-3844 052-853-0655 466-0046 名古屋市昭和区広見町５－５５ 昭和区

医科 みらいクリニック 林　澤 052-751-6622 052-751-6140 466-0855 名古屋市昭和区川名本町3-64 昭和区

医科 みちはたこどもクリニック 道端　正孝 052-841-3355 052-841-4646 466-0031 名古屋市昭和区紅梅町三丁目２－１ Ｓ・Ｈ紅梅 昭和区
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医科 成田クリニック 成田　晴紀 052-731-6003 052-732-9254 466-0002 名古屋市昭和区吹上町２－１５ 昭和区

医科 てしがわらファミリークリニック 勅使河原　敬明 052-741-0101 052-733-7695 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通１－３－４ 2階 昭和区

医科 西脇医院 西脇　孝 052-882-5681 052-881-0582 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞二丁目１８－１３ 昭和区

医科 堀部耳鼻咽喉科気管食道科小児科 堀部　幸元 052-852-8733 052-852-8733 466-0041 名古屋市昭和区出口町２－３５ 昭和区

医科 石川橋クリニック 村松　博文 052-853-5556 052-853-3777 466-0843 名古屋市昭和区菊園町４－３２ 昭和区

医科 戸田内科耳鼻咽喉科医院 戸田　美江 052-751-4932 052-762-5828 466-0851 名古屋市昭和区元宮町６－１１－１ 昭和区

医科 ごきそレディスクリニック 小川　麻子 052-732-9733 052-732-9732 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通３－１０ 昭和区

医科 純恵医院 田中　辰弥 052-731-9435 052-731-9435 466-0021 名古屋市昭和区小坂町２－１７ 昭和区

医科 八事クリニック 半田　容子 052-836-5655 052-836-5650 466-0815 名古屋市昭和区山手通５－１－１ ヒルクレスト２階 昭和区

医科 宇野内科 宇野　岳人 052-841-0632 052-841-0866 466-0843 名古屋市昭和区菊園町２－２０ 昭和区

医科 元宮クリニック 田中　恵美子 052-761-3901 052-761-3873 466-0851 名古屋市昭和区元宮町５－１０－２ 昭和区

医科 安井病院 安井　元司 052-881-3004 052-881-4481 466-0053 名古屋市昭和区滝子町２７－１９ 昭和区

医科 北山クリニック 市村　みゆき 052-733-1560 052-733-1623 466-0006 名古屋市昭和区北山町２－３４－４ 昭和区

医科 精治寮病院 岩田　宗久 052-741-1231 052-733-0224 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞４－１６－２７ 昭和区

医科 よこいクリニック 横井　和麻呂 052-881-1195 052-871-6281 466-0052 名古屋市昭和区村雲町９－７ 昭和区

医科 さいき内科クリニック 斉城　洋子 052-841-1552 052-841-1552 466-0034 名古屋市昭和区明月町２－３８ 昭和区

医科 産婦人科柴田クリニック 柴田　均 052-851-2121 052-851-2122 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通５－７ 昭和区

医科 みずの眼科 水野　計彦 052-837-7373 052-837-1817 466-0854 名古屋市昭和区広路通七丁目１４－１ ベルメゾン川名１階 昭和区

医科 矢守こどもクリニック 矢守  信昭 052-834-0118 052-834-0203 466-0826 名古屋市昭和区滝川町４７－６６ 昭和区

医科 きまた整形外科クリニック 木俣　一郎 052-883-3636 052-883-3637 466-0054 名古屋市昭和区円上町２４－１７ 昭和区

医科 梅村医院 近藤  昌代 052-841-9588 052-841-9595 466-0848 名古屋市昭和区長戸町１－１５ 昭和区

医科 戸田内科耳鼻咽喉科医院 戸田　信正 052-751-4932 052-762-5828 466-0851 名古屋市昭和区元宮町６－１１－１ 昭和区

医科 おがわ内科 小川　勝己 052-759-1234 052-759-1717 466-0801 名古屋市昭和区田面町２－２８－１ 昭和区

医科 服部内科・胃腸科・小児科・皮フ科医院 服部　正美 052-882-1010 052-882-1012 466-0051 名古屋市昭和区御器所２－１１－３ 昭和区

医科 阿由知通山路整形外科 山路  倫生 052-735-6263 052-735-6321 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通２－６－２ 昭和区

医科 伊藤内科 伊藤　祐二 052-881-4040 052-882-0514 466-0058 名古屋市昭和区白金２－１３－４ 昭和区

医科 長坂眼科クリニック 長坂  智子 052-859-1838 052-859-1837 466-0033 名古屋市昭和区台町２丁目２２－１ 昭和区

医科 服部内科・胃腸科・小児科・皮フ科医院 服部  ひろ子 052-882-1010 052-882-1012 466-0051 名古屋市昭和区御器所２－１１－３ 昭和区

医科 加藤内科クリニック 加藤  セツ子 052-759-3558 052-759-3239 466-0806 名古屋市昭和区西畑町４５ 昭和区

医科 ほりえクリニック 堀江  健司 052-859-3040 052-859-3041 466-0844 名古屋市昭和区荒田町５－１－２ 昭和区

医科 鈴木内科 鈴木  勝雄 052-832-3120 052-832-7337 466-0831 名古屋市昭和区花見通２－１０ 昭和区

医科 塚田外科 塚田  規夫 052-733-5321 052-733-5323 466-0011 名古屋市昭和区鶴羽町３－１８ 昭和区

医科 加藤医院 加藤  実 052-751-8603 052-762-6228 466-0858 名古屋市昭和区折戸町２－３３ 昭和区

医科 滝川いきいきクリニック 池内  克彦 052-839-1112 052-831-1831 466-0826 名古屋市昭和区滝川町１０－１ 昭和区

医科 滝川いきいきクリニック 池内  玲子 052-839-1112 052-831-1831 466-0826 名古屋市昭和区滝川町１０－１ 昭和区

医科 ごきそ長谷川胃腸科内科 長谷川  辰雄 052-853-2322 052-853-2321 466-0031 名古屋市昭和区紅梅町２－２１－２ 昭和区

医科 こどもの城クリニック 小野　佐代子 052-859-0345 052-851-1146 466-0848 名古屋市昭和区長戸町５－４４ 桜山医療ビル１Ｆ 昭和区

医科 白水クリニック 白水　重尚 052-861-0099 052-861-0097 466-0824 名古屋市昭和区山里町１５９－１ 昭和区

医科 甲斐クリニック 甲斐　司光 052-836-9136 052-836-9137 466-0814 名古屋市昭和区妙見町３２－２ 昭和区

医科 伊東皮膚科医院 伊東　郁子 052-831-9998 052-831-9993 466-0814 名古屋市昭和区妙見町９９－１２ 昭和区

医科 桜山クリニック 小幡　浩司 052-853-5370 052-853-5370 466-0044 名古屋市昭和区桜山町４－７１ 昭和区

医科 ゆきみ耳鼻咽喉科 小川　恭子 052-731-3301 052-731-8735 466-0005 名古屋市昭和区雪見町２－１－３１ 昭和区

医科 前田整形外科クリニック 前田  登 052-861-2251 052-861-2252 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－９－１ 日興山手通ビル２Ｆ 昭和区

医科 わたなべ内科クリニック 渡邊 源市 052-861-3450 052-861-3452 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－８－１ 日本調剤山手通ビル２階 昭和区

医科 間渕  陽子 昭和区

医科 たけざわ循環器内科クリニック 竹澤　博人 052-837-7500 052-837-7500 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－８－１ 日本調剤山手通ビル３階 昭和区

医科 横山内科小児科 横山  隆之 052-763-5626 052-763-5627 466-0851 名古屋市昭和区元宮町４－４０ 昭和区

医科 精治寮病院 伊藤  孝広 052-741-1231 052-733-0224 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞４－１６－２７ 昭和区

医科 あさもとクリニック産婦人科 朝元　健次 052-851-4111 052-851-4151 466-0843 名古屋市昭和区菊園町４－３０－１ 昭和区

医科 いわた整形・外科・内科クリニック 岩田　佳久 052-841-0303 052-841-0505 466-0845 名古屋市昭和区藤成町６－１２ 昭和区

医科 杉浦内科クリニック 杉浦　芳樹 052-861-3511 052-861-3515 466-0833 名古屋市昭和区隼人町８-３ 昭和区

医科 さくらクリニックみみ・はな・のど 木口　淳 052-853-8801 052-853-8801 466-0843 名古屋市昭和区菊園町１－９ 昭和区

医科 小早川医院 小早川　裕之 052-752-0800 052-752-0805 466-0821 名古屋市昭和区前山町１－１９ つばめ前山町ビルＡ棟１階 昭和区

医科 室谷醫院 室谷　民雄 052-834-0503 052-834-0503 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－９－１ 日興山手通ビル４Ｆ 昭和区
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医科 かわな病院 石田　治 052-761-3225 052-761-3238 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 和田クリニック 和田　昌也 052-872-1840 052-872-1841 466-0055 名古屋市昭和区滝子通２－１０－３ 昭和区

医科 内科・糖尿病内科　前島医院 前島　勝之 052-731-1602 052-734-7771 466-0013 名古屋市昭和区緑町１－１５－１ 昭和区

医科 北山クリニック 市村　格 052-733-1560 052-733-1623 466-0006 名古屋市昭和区北山町２－３４－４ 昭和区

医科 小栗皮ふ科 小栗　貴美子 052-751-2252 052-751-2252 466-0856 名古屋市昭和区川名町２－５９ 昭和区

医科 眼科こもれびクリニック 塚本　比奈子 052-837-1750 052-837-7117 466-0815 名古屋市昭和区山手通３－９－１ 昭和区

医科 鶴舞クリニック 山田　勝康 052-733-1393 052-733-1394 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞３-２３-１８ 昭和区

医科 愛知県健康づくり振興事業団　総合健診センター 西脇　敬祐 052-882-2961 052-882-2963 466-0047 名古屋市昭和区永金町１－１ 昭和区

医科 かわな病院 山田　晴生 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 若山医院 若山　忠士 052-851-1331 052-842-3837 466-0026 名古屋市昭和区陶生町１－４ 昭和区

医科 立松医院 立松　茂登子 052-841-3844 052-853-0655 466-0046 名古屋市昭和区広見町５－５５ 昭和区

医科 杉浦医院 森　亮太 052-832-1063 052-832-1090 466-0815 名古屋市昭和区山手通５-３３-１ 昭和区

医科 かわな病院 水谷　良子 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 余語こどもクリニック 齋藤　紀子 052-851-2300 052-851-2120 466-0026 名古屋市昭和区陶生町２－１７－１ 昭和区

医科 にしわきアイクリニック 西脇　晶子 052-693-7725 052-693-7735 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞二丁目１８－１３ 昭和区

医科 まつき内科クリニック 松木　孝 052-753-5678 052-753-5757 466-0014 名古屋市昭和区東畑町２－３５ エスペランサ１Ｆ 昭和区

医科 三つ葉在宅クリニック 中村　俊介 052-858-3281 052-858-3282 466-0015 名古屋市昭和区御器所通３－１２ 御器所ステーションビル３階 昭和区

医科 ごきそ腎クリニック 宮﨑　高志 052-872-1901 052-872-1907 466-0051 名古屋市昭和区御器所２－９－７ 昭和区

医科 かわな病院 小出　緑 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 かわな病院 澤武　史朗 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 ゆあさ内科クリニック 湯浅　博光 052-693-8553 052-693-8556 466-0053 名古屋市昭和区滝子町２８－２０ アーバン滝子１階 昭和区

医科 立松医院 立松　康 052-841-3844 052-853-0655 466-0046 名古屋市昭和区広見町５－５５ 昭和区

医科 かわな病院 戸田　崇之 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 岩田クリニック 岩田　聡敏 052-859-1066 052-859-1077 466-0044 名古屋市昭和区桜山町４丁目７１ 夏目ビル２Ｆ 昭和区

医科 たけうちファミリークリニック 武内　有城 052-752-1780 052-752-1781 466-0858 名古屋市昭和区折戸町５－４５ 昭和区

医科 小林医院 小林　昌玄 052-741-6221 052-741-6235 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通２－２２ 昭和区

医科 つむぎファミリークリニック 森永　太輔 052-861-2600 052-861-2601 466-0833 名古屋市昭和区隼人町３－４ 昭和区

医科 桜山内科・循環器内科クリニック 近藤　博美 052-851-0100 052-851-0200 466-0044 名古屋市昭和区桜山町２－４１ 昭和区

医科 かわな病院 黒野　格久 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 オレンジクリニック 阿部　祐士 052-861-0062 052-861-0052 466-0842 名古屋市昭和区檀渓通一丁目３６番地 ハピネス川名１階 昭和区

医科 むぎしまファミリークリニック 麥島　昭彦 052-734-2217 052-734-2218 466-0821 名古屋市昭和区前山町１－５ 昭和区

医科 かわな病院 沼尻　保 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 長寿包括ケアクリニック 岩尾　智 052-838-5081 052-838-5082 466-0826 名古屋市昭和区滝川町３１－４８－２ 昭和区

医科 かわな病院 吉俣　隆行 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 かわな病院 伊藤　有史 052-761-3225 466-0807 名古屋市昭和区山花町５０ 昭和区

医科 ごきそ内科・内視鏡クリニック 中江　治道 052-851-1296 052-851-1297 466-0037 名古屋市昭和区恵方町１－２５－３ 昭和区

医科 聖霊病院 森下　剛久 052-832-1181 052-832-3744 466-8633 名古屋市昭和区川名山町５６ 昭和区

医科 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科　はまじまクリニック 濱島　有喜 052-872-3341 052-626-5771 466-0055 名古屋市昭和区滝子通３－１０－１ 滝子メディカルステーション２Ｆ 昭和区

医科 あんどうキッズクリニック 安藤　仁志 052-693-7370 052-693-7371 466-0055 名古屋市昭和区滝子通３-１０-１ 滝子メディカルステーション２Ｆ 昭和区

医科 メドック健康クリニック 吉田　亮人 052-752-1125 052-752-3375 466-0857 名古屋市昭和区安田通４－３ 昭和区

医科 さかいクリニック 酒井　喜正 052-734-8000 052-734-8007 466-0855 名古屋市昭和区川名本町３-７９ 昭和区

医科 おかやま糖尿病・甲状腺クリニック 岡山　直司 052-842-1118 052-842-1119 466-0044 名古屋市昭和区桜山町６-１０４－２７ 昭和区

医科 南山クリニック 植松　隆 052-834-8741 052-834-8742 466-0836 名古屋市昭和区上山町４－１－２ 昭和区

歯科 なべたに歯科医院 鍋谷  秀信 052-833-0518 052-833-0548 466-0832 名古屋市昭和区駒方町２－６３ 昭和区

歯科 はっとり歯科クリニック 服部  哲雄 052-852-8877 052-852-8876 466-0031 名古屋市昭和区紅梅町３－２－１ 昭和区

歯科 石川橋歯科 小切間  猛 052-853-7110 052-853-7100 466-0843 名古屋市昭和区菊園町６－２６－７ 昭和区

歯科 ヤナセ歯科 柳瀬  章雅 052-731-9518 052-731-9527 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞３－２－１ 昭和区

歯科 Ｕクリニック竹内歯科 竹内  祐介 052-836-1188 052-836-2288 466-0824 名古屋市昭和区山里町５４－２ 昭和区

歯科 ワキタ歯科医院 脇田  勝文 052-763-4448 052-763-5020 466-0856 名古屋市昭和区川名町５－３５ 昭和区

歯科 杁中歯科クリニック 平出  満雄 052-833-0033 052-833-0033 466-0827 名古屋市昭和区川名山町１５５ 守田ビル２階 昭和区

歯科 あいだ小児・矯正歯科 會田  栄一 052-752-8888 052-752-8834 466-0853 名古屋市昭和区川原通８－１５ 昭和区

歯科 ふじみ歯科 丹下  春美 052-835-3200 052-832-1135 466-0812 名古屋市昭和区八事富士見１３９番地 昭和区

歯科 ますだ歯科 増田  正広 052-841-0808 052-841-1020 466-0023 名古屋市昭和区石仏町１丁目１０番地 昭和区

歯科 浅井歯科 浅井  勝久 052-762-3718 052-762-3718 466-0855 名古屋市昭和区川名本町６－３９－２ 昭和区
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歯科 石田歯科 石田  國夫 052-882-4448 052-882-4061 466-0052 名古屋市昭和区村雲町４番１号 昭和区

歯科 医療法人友善会加藤歯科医院 加藤  友久 052-733-9141 052-733-9141 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通１－１６ 昭和区

歯科 水野歯科医院 水野  博之 052-883-0118 052-883-0130 466-0051 名古屋市昭和区御器所１－３－１０ ハイム御器所１階 昭和区

歯科 歯科アイノ 相野  長孝 052-833-2855 052-836-2688 466-0834 名古屋市昭和区広路町石坂１－１ 昭和区

歯科 木村歯科医院 木村  忠文 052-853-0648 052-853-0648 466-0843 名古屋市昭和区菊園町４－２０ 昭和区

歯科 ひろ歯科クリニック 鈴木  敦視 052-883-0011 052-883-0011 466-0058 名古屋市昭和区白金１丁目１４－２９ 昭和区

歯科 前山歯科 栗田  純 052-761-3888 052-751-3830 466-0821 名古屋市昭和区前山町１－３９ 昭和区

歯科 グリーンハイツ歯科 森本  凱也 052-731-5578 052-741-9855 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞４－６－１３ グリ－ンハイツビル２階 昭和区

歯科 こやま歯科 小山  明 052-841-5129 052-841-5446 466-0026 名古屋市昭和区陶生町１丁目７－１１ 昭和区

歯科 吉木歯科 吉木  洋二 052-882-0811 052-872-1777 466-0031 名古屋市昭和区紅梅町１－１ 昭和区

歯科 谷田歯科 中嶋  規子 052-853-1648 052-853-1566 466-0848 名古屋市昭和区長戸町４－４６ 昭和区

歯科 山手歯科 鈴木  盛雄 052-835-7621 052-835-7640 466-0824 名古屋市昭和区山里町７０－２ 山手アベニュー１階 昭和区

歯科 小川歯科医院 小川  純 052-763-7659 052-763-7715 466-0851 名古屋市昭和区元宮町６－２０－１ 昭和区

歯科 林歯科医院 林  正之 052-841-1438 052-842-0558 466-0848 名古屋市昭和区長戸町３－４５－４ 昭和区

歯科 ませき歯科クリニック 柵木  智晴 052-859-5430 052-859-5410 466-0845 名古屋市昭和区藤成通６－２ 昭和区

歯科 あずま歯科 服部  東 052-858-3553 052-858-3553 466-0846 名古屋市昭和区戸田町４－７ 昭和区

歯科 水野歯科医院 水野  庄三 052-751-8232 052-751-8036 466-0807 名古屋市昭和区山花町１１５－１ 昭和区

歯科 ジュン歯科クリニック 中村　潤一 052-752-8148 052-752-8151 466-0858 名古屋市昭和区折戸町４－６－１４ 昭和区

歯科 横地歯科医院 木村　知樹 052-853-1380 052-853-1380 466-0015 名古屋市昭和区御器所通２－１０ ブルーメンハウス２Ｂ 昭和区

歯科 ふじき矯正歯科 藤木　辰哉 052-835-8711 052-835-8711 466-0834 名古屋市昭和区広路町字北石坂１０２－５４ 八事グランドビル６Ｆ 昭和区

歯科 田部歯科クリニック 田部　修 052-731-7214 052-731-7214 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通３－８－1 昭和区

歯科 渡辺歯科医院 渡辺　明博 052-841-3658 052-841-3658 466-0045 名古屋市昭和区丸屋町５－６４ 昭和区

歯科 歯科横田医院 高濱　明子 052-841-8148 052-853-1630 466-0843 名古屋市昭和区菊園町６－１ 昭和区

歯科 富田まひと歯科 富田　真仁 052-761-0325 052-761-0325 466-0856 名古屋市昭和区川名町２－２ 昭和区

歯科 坂井歯科医院 坂井  謙介 052-832-5637 052-832-7975 466-0833 名古屋市昭和区隼人町６－６ 大光ビル２階 昭和区

歯科 妙見山本歯科 山本　公珠 052-838-9110 052-838-9110 466-0814 名古屋市昭和区妙見町１１２－３ 昭和区

歯科 伊藤歯科医院 伊藤　保子 052-881-0678 052-881-1122 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞２－２０－１４ 昭和区

歯科 山手デンタルクリニック 三浦　友紀恵 052-861-0418 052-861-0418 466-0815 名古屋市昭和区山手通１－１７－１ Ａ－２０２ 昭和区

歯科 丸山歯科 丸山　宏 052-861-0500 052-861-0501 466-0836 名古屋市昭和区上山町１－４ 昭和区

歯科 グリーンハイツ歯科 森本　和弘 052-731-5578 052-741-9855 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞４－６－１３ グリーンハイツビル２Ｆ 昭和区

歯科 たきかわの森歯科クリニック 長谷川　正和 052-680-8510 052-680-8539 466-0815 名古屋市昭和区山手通２－９－１ アビタシオン山手２Ｃ 昭和区

歯科 たきこ歯科医院 秋田　秀一郎 052-718-5349 052-718-5349 466-0055 名古屋市昭和区滝子通３－２６－１ 昭和区

医科 昭和区休日急病診療所 担当医 052-763-3115 052-763-2058 466-0856 名古屋市昭和区川名町２－４－４ 昭和区

医科 ATグループ診療所 村上　隆一郎 052-871-1471 052-872-0285 466-0054 名古屋市昭和区円上町２６－８ 昭和区

医科 加野クリニック 加野　尚生 052-853-5358 052-853-5358 466-0031 名古屋市昭和区紅梅町２－６ 昭和区

医科 わたなべ皮ふクリニック 渡辺　正一 052-872-3363 050-3588-7361 466-0055 名古屋市昭和区滝子通３－１０－１ 滝子メディカルステーション２F 昭和区

医科 聖霊病院 春原　晶代 052-832-1181 052-832-3744 466-8633 名古屋市昭和区川名山町５６ 昭和区

医科 昭和在宅クリニック 宮嶋　尊則 052-380-5904 052-380-6237 466-0855 名古屋市昭和区川名本町１－４７－２ レイナビル１F 昭和区

医科 八事在宅クリニック 川崎　俊 052-848-8081 052-848-8082 466-0833 名古屋市昭和区隼人町１０－４ 杁中ハイツ３０１ 昭和区

歯科 名古屋訪問在宅歯科 加藤　貴人 052-870-9097 052-899-3288 466-0023 名古屋市昭和区石仏町２－１－９ タマキビル２０３ 昭和区

医科 てしがわらファミリークリニック 勅使河原　志保 052-741-0101 052-733-7695 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通１－３－４ ２階 昭和区

医科 Ｓメディカルクリニック 庄司　裕美子 052-838-6838 052-838-6839 466-0845 名古屋市昭和区藤成通２－１２－１ 藤成ビル５Ａ 昭和区

医科 小林皮膚科クリニック 小林　泰介 052-853-7488 052-853-7566 467-0002 名古屋市瑞穂区川澄町１－２ 瑞穂区

医科 浅野眼科クリニック 浅野　俊哉 052-833-3451 052-833-8316 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通２－３０－１ 瑞穂区

歯科 やまだ歯科 山田　有蔵 052-883-3300 052-883-3301 467-0863 名古屋市瑞穂区牛巻町９－４ サンマール牛巻１Ｆ 瑞穂区

歯科 しらい歯科クリニック 白井　博 052-838-8855 052-838-6677 467-0007 名古屋市瑞穂区大殿町４－１０ 瑞穂区

医科 清水ヶ岡　糖尿病内科皮フ科クリニック 清水　裕史 052-832-0832 052-832-0833 467-0034 名古屋市瑞穂区弥富町桜ケ岡４ 瑞穂区

医科 弥富通いわた皮ふ科クリニック 岩田　貴子 052-833-6789 052-838-8110 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通３－１０ 瑞穂区

歯科 ハート歯科 遠矢　東剛 052-838-8214 052-838-6644 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町２－１２ ベルプラザ２Ｆ 瑞穂区

医科 菅谷クリニック 菅谷　将一 052-871-5941 052-881-3770 467-0864 名古屋市瑞穂区豆田町２－１ 瑞穂区

医科 新生会クリニック 市田　静憲 052-831-2185 052-831-2195 467-0045 名古屋市瑞穂区玉水町1-3-2 瑞穂区

医科 笑顔のおうちクリニック名古屋 杉浦　立尚 052-933-9919 052-842-3612 467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町1-1-1 瑞穂区

医科 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 052-837-0303 052-837-0300 467-0032 名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園６－１ 瑞穂区

医科 横井医院 横井　順一 052-841-3897 052-852-8533 467-0811 名古屋市瑞穂区北原町３－８ 瑞穂区
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医科 高辻医院 伊藤　豊彦 052-881-0169 052-881-0169 467-0873 名古屋市瑞穂区竹田町１－７ 瑞穂区

医科 田中内科皮フ科 田中　英雄 052-853-1252 052-853-1174 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通３－３ 瑞穂区

医科 日比野内科　日比野クリニック 日比野　隆一 090-2574-5692 052-680-7146 467-0011 名古屋市瑞穂区萩山町２－７－３ 瑞穂区

医科 服部医院 服部　多計三 052-881-0876 052-881-5833 467-0825 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１－３４ 瑞穂区

医科 水野内科 水野　正一 052-853-5010 052-853-5070 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町二丁目６－４ 瑞穂区

医科 伊藤クリニック 伊藤　惣介 052-853-5110 052-853-5116 467-0016 名古屋市瑞穂区佐渡町１－２０ 瑞穂区

医科 横井医院 横井　敦子 052-831-5014 052-833-8132 467-0046 名古屋市瑞穂区玉水町２－７２ 瑞穂区

医科 田中内科皮フ科 田中　永子 052-853-1252 052-853-1174 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通３－３ 瑞穂区

医科 西本病院 西本　裕美子 052-871-0287 052-871-0383 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町２４－３８ 瑞穂区

医科 戸松医院 戸松　鉄雄 052-853-6116 052-853-6113 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通２－１６ 瑞穂区

医科 奥田内科クリニック 奥田　宣明 052-835-1600 052-833-0367 467-0047 名古屋市瑞穂区日向町２－９ 瑞穂区

医科 渡辺医院 渡邊　信 052-881-1097 052-871-4398 467-0877 名古屋市瑞穂区雁道町４－１３ 瑞穂区

医科 大森クリニック 大森　建彰 052-834-5656 052-834-5752 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通１－４ 瑞穂区

医科 斉藤クリニック 齋藤　洋 052-851-0827 052-851-1931 467-0808 名古屋市瑞穂区高田町３－９ 瑞穂区

医科 稲熊病院 稲熊　順子 052-841-3772 052-852-5600 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１０ 瑞穂区

医科 成田外科 成田　達彦 052-831-8405 052-831-5844 467-0046 名古屋市瑞穂区玉水町２－５０ 瑞穂区

医科 森島クリニック 森島  正博 052-852-5817 052-852-5854 467-0066 名古屋市瑞穂区州山町１－５６ 瑞穂区

医科 野垣病院 野垣  正宏 0570-07-1236 052-852-0646 467-0002 名古屋市瑞穂区川澄町１－１２ 瑞穂区

医科 かにクリニック 可児  健司 052-836-0222 052-836-0223 467-0022 名古屋市瑞穂区上山町２－２０ 瑞穂区

医科 みずほ足クリニック 大原  清仁 052-852-5211 052-841-6961 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通５－４ 瑞穂区

医科 橋本クリニック 橋本  猛 052-841-4141 052-841-4147 467-0003 名古屋市瑞穂区汐路町２－１－２ 瑞穂区

医科 スズキ眼科 服部  博之 052-853-5321 052-851-1481 467-0802 名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２３－２ 瑞穂区

医科 あらたまこころのクリニック 加藤  正 052-852-8177 052-852-8277 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町１－４９ 瑞穂区

医科 寺本整形外科・内科 Liaison Clinic 寺本　隆 052-835-1121 052-835-2221 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通３丁目１９－１ 瑞穂区

医科 かわぐちクリニック 河口　治彦 052-837-2811 052-837-2812 467-0041 名古屋市瑞穂区蜜柑山町２－４９－３ 瑞穂区

医科 こじま内科小児科クリニック 児島　康浩 052-841-9815 052-841-9814 467-0804 名古屋市瑞穂区洲雲町１－８ 瑞穂区

医科 かのうクリニック 狩野　良雄 052-836-1077 052-836-2230 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通３－１８ 瑞穂区

医科 亀井整形外科クリニック 亀井　邦孝 052-851-3321 052-851-3251 467-0843 名古屋市瑞穂区土市町２－６ 瑞穂区

医科 いづみクリニック 伊藤　いづみ 052-835-5011 052-835-5099 467-0051 名古屋市瑞穂区釜塚町１－１６ 瑞穂区

医科 加藤外科産婦人科・乳腺クリニック 加藤　久典 052-836-7953 052-836-7951 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通５－８ 瑞穂区

医科 横井医院 嶋　康子 052-831-5014 052-833-8132 467-0046 名古屋市瑞穂区玉水町２－７２ 瑞穂区

医科 西村内科クリニック 西村　賢司 052-861-1200 052-861-1236 467-0049 名古屋市瑞穂区下山町２－１ 瑞穂区

医科 いしはらクリニック 石原　廉 052-884-8008 052-884-8007 467-0827 名古屋市瑞穂区下坂町１－２３－１３ 瑞穂区

医科 西本病院 西本　幸弘 052-871-0287 052-871-0383 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町２４－３８ 瑞穂区

医科 山路整形外科 山路　哲生 052-841-6151 052-841-6152 467-0804 名古屋市瑞穂区洲雲町４－６２－１ 瑞穂区

医科 山下内科クリニック 山下　喜弘 052-837-7888 052-837-7880 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通２－４－１ 第一ビル１Ｆ 瑞穂区

医科 弥富通クリニック 中西　賢一 052-835-7272 052-835-7262 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通４－６０ 瑞穂区

医科 産婦人科水野クリニック 水野　俊彦 052-841-1234 052-852-0818 467-0816 名古屋市瑞穂区牧町２－１１ 瑞穂区

医科 久米クリニック 久米　明人 052-831-9970 052-831-9980 467-0054 名古屋市瑞穂区丸根町１－８ 瑞穂区

医科 穂波クリニック 水野　直弓 052-819-0022 052-819-0050 467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町２８－５ 瑞穂区

医科 まきこどもクリニック 牧  貴子 052-852-2580 052-852-5588 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通３－１４ 瑞穂区

医科 池間眼科 池間　毅 052-858-6661 052-858-6668 467-0805 名古屋市瑞穂区桜見町１－３－１ 瑞穂区

医科 服部ファミリークリニック 服部　義信 052-837-1055 052-837-2855 467-0055 名古屋市瑞穂区中根町４－６２ 瑞穂区

医科 加藤外科産婦人科・乳腺クリニック 加藤　雅通 052-836-7953 052-836-7951 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通５－８ 瑞穂区

医科 ピュアー女性クリニック 伊藤　由美 052-837-0080 052-837-0015 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通１－１４－２ 瑞穂区

医科 野々村クリニック 野々村　一彦 052-831-6611 052-861-0705 467-0056 名古屋市瑞穂区白砂町１－１９ 瑞穂区

医科 藤村レディスこどもクリニック 藤村　秀彦 052-853-3541 052-853-3540 467-0843 名古屋市瑞穂区土市町２－２１ 瑞穂区

医科 ブラザー記念病院 須藤　幸雄 052-824-2871 052-824-2872 467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町１１－８ 瑞穂区

医科 雲雀ヶ岡クリニック 松久　隆之 052-836-2323 052-836-3770 467-0031 名古屋市瑞穂区弥富町字緑ヶ岡４－１４ 瑞穂区

医科 可児医院 可児　篤 052-881-1108 052-871-8248 467-0879 名古屋市瑞穂区平郷町 瑞穂区

医科 稲熊病院 稲熊　秀樹 052-841-3772 052-852-5600 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１０ 瑞穂区

医科 すずき内科クリニック 鈴木　馨 052-819-6131 052-819-6132 467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町２１－１０ 瑞穂区

医科 石田ペインクリニック 石田　進 052-851-6007 052-851-6008 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通3－14 ＳＴ瑞穂ビル３Ｆ 瑞穂区

医科 みずほ通りクリニック 勅使河原　修 052-852-3553 052-852-3557 467-0814 名古屋市瑞穂区本願寺町３－１０－１ 瑞穂区
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医科 さとうクリニック 佐藤　滋樹 052-859-1007 052-859-1008 467-0805 名古屋市瑞穂区桜見町２‐１６ ガーデンクルセ櫻見館１Ａ 瑞穂区

医科 ＴＫクリニック 加藤　徹哉 052-851-1648 052-851-1649 467-0017 名古屋市瑞穂区東栄町８－５ 瑞穂区

医科 間宮耳鼻咽喉科 間宮　紳一郎 052-853-2552 052-853-2652 467-0014 名古屋市瑞穂区白羽根町１－４－２ 瑞穂区

医科 いとう医院 柚原　繭 052-831-1124 052-838-7533 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通２－１２ 瑞穂区

医科 すずきクリニック 鈴木　生子 052-841-2428 052-842-2085 467-0832 名古屋市瑞穂区神前町２－３６－２ 瑞穂区

医科 みかんやま整形外科 青山　効司 052-861-0077 052-861-0222 467-0041 名古屋市瑞穂区密柑山町２－４９－１ 瑞穂区

医科 むらかみ眼科クリニック 村上　京子 052-835-4000 052-835-4002 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通６－３１ 瑞穂区

医科 柴田屋整形外科 髙橋　竜平 052-881-6060 052-881-6061 467-0868 名古屋市瑞穂区大喜新町２－２９ 瑞穂区

医科 笑顔のおうちクリニック名古屋 水野　伸一 052-933-9919 052-842-3612 467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町１－１－１ 瑞穂区

医科 瑞穂ガーデンクリニック 水野　晶子 052-746-1120 052-746-1121 467-0037 名古屋市瑞穂区弥富町上山１８０－１ 瑞郷ビルＡ棟１Ｆ 瑞穂区

医科 みずほ在宅支援クリニック 家田　秀明 052-680-7873 052-680-7276 467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通３－６－２ Ｍ　ＭＩＺＵＨＯビル１Ｆ 瑞穂区

医科 名古屋復明館長屋眼科 長屋　祥子 052-871-7070 052-881-1610 467-0831 名古屋市瑞穂区惣作町１－１７－１ 瑞穂区

医科 名古屋復明館長屋眼科 高橋　寛明 052-871-7070 052-881-1610 467-0831 名古屋市瑞穂区惣作町１－１７－１ 瑞穂区

医科 医療法人輝豊会　みずほクリニック 松井　輝夫 052-842-5656 052-846-5735 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通８-１４ 神谷ビル２Ｆ 瑞穂区

医科 犬飼胃腸科 端山　暢郎 052-871-3211 052-871-0644 467-0875 名古屋市瑞穂区御剱町２－１５ 瑞穂区

医科 すがの皮膚科 菅野　重 052-881-1323 052-881-1326 467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通７－５ 瑞穂区

医科 新生会クリニック 長屋　敬 052-831-2185 052-831-2195 467-0045 名古屋市瑞穂区玉水町１-３-２ 瑞穂区

歯科 てらもとファミリー歯科 寺本　貴 052-837-5255 052-837-5255 467-0064 名古屋市瑞穂区彌富通３－４５－５ 瑞穂区

歯科 武田歯科医院 武田  トシエ 052-852-0768 052-852-0766 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２０ ライオンズマンション瑞穂通２階南 瑞穂区

歯科 オオヤ歯科医院 大矢　浩登 052-861-0677 052-861-0688 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通４－２８ 丸美ロイヤルビル瑞穂１Ｆ 瑞穂区

歯科 かすや歯科医院 粕谷　幸生 052-851-3788 052-851-3788 467-0831 名古屋市瑞穂区惣作町３－６７ 瑞穂区

歯科 すぎやま歯科 杉山　浩一 052-819-6700 052-819-6701 467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町３－６ 瑞穂区

歯科 栗本歯科 栗本　清勝 052-871-4618 052-871-2103 467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通６－４ 瑞穂区

歯科 さつきデンタルクリニック 熊谷　早津季 052-834-8148 052-834-8136 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通３－３９－２ 瑞穂区

歯科 ふなはし歯科 舟橋　隆俊 052-833-8660 052-836-1520 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通４－２５ 鶴陽明ハイツ１Ｆ 瑞穂区

歯科 鈴木歯科クリニック 鈴木　勝博 052-882-8108 052-882-8204 467-0831 名古屋市瑞穂区惣作町１-２９ 瑞穂区

歯科 水谷歯科 水谷　公一 052-853-5080 052-853-5178 467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通３-２２-１ 瑞穂区

歯科 橋本歯科医院 橋本　律 052-881-6896 052-881-9396 467-0877 名古屋市瑞穂区雁道町１－１１ 瑞穂区

歯科 やなせ歯科 栁瀬　直輝 052-841-6235 052-841-5330 467-0002 名古屋市瑞穂区川澄町３－２６ 瑞穂区

歯科 小林歯科 小林　義昌 052-851-3715 052-851-7815 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通８－８－１ 共栄ビル２Ｆ 瑞穂区

歯科 ひばりが岡歯科医院 鍋島　弘充 052-835-8020 052-835-8020 467-0031 名古屋市瑞穂区彌富町緑ケ岡４－１５ 瑞穂区

歯科 みずほファミリー歯科 加藤　康弘 052-825-4848 052-825-4849 467-0844 名古屋市瑞穂区河岸町３－６４－１ 瑞穂区

歯科 やとみ歯科 鹿島　幸美 052-836-3377 052-836-3377 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通３の４２ 瑞穂区

歯科 あかねデンタルクリニック 趙　賢愛 052-838-8380 052-838-7370 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通７－２４ 松本ビル１Ｆ 瑞穂区

歯科 広中歯科医院 廣中　克紀 052-833-2288 052-833-5582 467-0055 名古屋市瑞穂区中根町１-３５-２ 瑞穂区

歯科 みずたに歯科 水谷　好克 052-853-5080 052-853-5178 467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通３－２２－１ 瑞穂区

歯科 麻里デンタルクリニック 江端　麻里子 052-833-0888 052-833-0888 467-0048 名古屋市瑞穂区弥冨ヶ丘町１-１５-５ 瑞穂区

医科 瑞穂区休日急病診療所 担当医 052-832-8001 052-833-0072 467-0061 名古屋市瑞穂区師長町９－３ 瑞穂区

医科 みずほキッズクリニック 河村　卓哉 052-833-8887 052-833-8881 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝２－１２－１ 瑞穂区

医科 水野内科 水野　均 052-853-5010 052-853-5070 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山張２－６－４ 瑞穂区

医科 石岡耳鼻咽喉科 石岡　麻優 052-834-3387 052-835-6741 467-0051 名古屋市瑞穂区釜塚町１－１８－１ 瑞穂区

医科 ほまれクリニック 青木　朝海 052-602-5812 052-602-5813 467-0879 名古屋市瑞穂区平郷町2-2-2 瑞穂区

医科 あつたの杜　整形外科スポーツクリニック 深谷　泰士 052-661-7588 052-661-7589 456-0053 名古屋市熱田区一番町２－９－１９ 熱田区

医科 まごころの杜クリニック 岩尾　康子 052-228-8234 052-265-5772 456-0077 名古屋市熱田区幡野町17-10 熱田区

医科 さとう内科 佐藤  宏 052-681-7165 050-3385-4911 456-0034 名古屋市熱田区伝馬２－７－１０ 熱田区

医科 熊澤医院 熊澤  和彦 052-671-1480 052-671-2033 456-0035 名古屋市熱田区白鳥２－１２－１２ 熱田区

医科 熱田クリニック 三輪  真幹 052-683-6810 052-683-6815 456-0074 名古屋市熱田区比々野町６１－３ 熱田区

医科 水谷病院 水谷  陽子 052-681-7711 052-681-7714 456-0002 名古屋市熱田区金山町１－４－３ 熱田区

医科 井土医院 井土　一博 052-671-3688 052-682-7386 456-0066 名古屋市熱田区野立町３－６０ 熱田区

医科 亀島クリニック 亀島　信利 052-683-5030 052-683-5011 456-0034 名古屋市熱田区伝馬２－２７－１２ 熱田区

医科 金山クリニック 木村  友佳理 052-679-1700 052-679-1761 456-0012 名古屋市熱田区沢上２－２－１４ 熱田区

医科 金山レディースクリニック 邨瀬　愛彦 052-681-2241 052-681-2670 456-0002 名古屋市熱田区金山町１-２０２ 東和ビル６F 熱田区

医科 熱田リハビリテーション病院 伊藤　知敬 052-682-3077 052-682-3374 456-0058 名古屋市熱田区比々野町32番 熱田区

医科 金山クリニック 杉山　敏 052-679-1700 052-679-1761 456-0012 名古屋市熱田区沢上２－２－１４ 熱田区
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医科 青木内科クリニック 青木　理彰 052-881-6726 052-881-6728 456-0032 名古屋市熱田区三本松町２３ 神宮東パークハイツ９－２０３ 熱田区

医科 ハナノキ内科 高木　和明 052-884-2339 052-884-2340 456-0033 名古屋市熱田区花表町２１-１０ 熱田区

医科 うえの内科クリニック 上野　浩一郎 052-659-1501 052-659-1502 456-0059 名古屋市熱田区八番２－２－１７ 熱田区

医科 水谷整形外科・内科クリニック 水谷　武彦 052-681-7712 052-681-5112 456-0002 名古屋市熱田区金山町１‐６‐３ 熱田区

医科 東邦ガス診療所 飯野　重夫 052-872-9340 052-872-9204 456-8511 名古屋市熱田区桜田町１９－１８ 熱田区

医科 服部病院 服部　秀明 052-688-7717 052-688-7718 456-0012 名古屋市熱田区沢上１－３－２０ 熱田区

医科 田中クリニック　内分泌・糖尿病内科 田中　博志 052-829-0577 052-829-0857 456-0032 名古屋市熱田区三本松町１２-２２ 中京メディカルビル１階 熱田区

医科 小出内科眼科医院 小出　章博 052-671-9358 052-671-9367 456-0074 名古屋市熱田区日比野町７１－１ 熱田区

医科 中京クリニカル 小森　拓 052-671-8001 052-682-5366 456-0035 名古屋市熱田区白鳥３－６－１７ 熱田区

医科 なかやまクリニック 中山　幹浩 052-618-6222 052-618-6211 456-0058 名古屋市熱田区六番２－１－３０ アイコート六番２Ｆ 熱田区

医科 あつた神宮東クリニック 堀江　明世 052-889-7870 052-889-7871 456-0032 名古屋市熱田区三本松町１４－７ 熱田区

医科 あつた神宮東クリニック 西本　和生 052-889-7870 052-889-7871 456-0032 名古屋市熱田区三本松町１４－７ 熱田区

医科 あつた神宮東クリニック 西本　政司 052-889-7870 052-889-7871 456-0032 名古屋市熱田区三本松町１４－７ 熱田区

医科 介護老人保健施設かなやま 近藤　厚生 052-883-0080 052-883-0086 456-0004 名古屋市熱田区桜田町９－３ 熱田区

医科 とうじま内科・外科クリニック 東島　由一郎 052-684-4311 052-684-4361 456-0053 名古屋市熱田区一番３－３－６ 熱田区

医科 えんぜる皮フ科クリニック 髙瀬　みゆき 052-265-5678 052-265-5221 456-0002 名古屋市熱田区金山町１-３-２ 熱田区

医科 名古屋金山駅ゆき乳腺クリニック 山﨑　由紀子 052-678-6255 052-678-6266 456-0002 名古屋市熱田区金山町１－２－３ 東和ビル５F 熱田区

医科 カワムラ医院 川村　益生 052-661-0026 052-651-0720 456-0055 名古屋市熱田区南一番町５－２３ 熱田区

歯科 タカミ歯科 星野　考望 052-679-3118 052-679-3117 456-0011 名古屋市熱田区花町２－７ 現代ハウス金山１Ｆ 熱田区

歯科 伝馬歯科 白木　豊 052-671-1032 052-671-1032 456-0034 名古屋市熱田区伝馬１－６－５ 熱田区

歯科 伝馬歯科 白木　孝佳 052-671-1032 052-671-1032 456-0034 名古屋市熱田区伝馬１－６－５ 熱田区

医科 糖尿病・甲状腺　春田駅前うめだクリニック 梅田　大視 052-387-6000 052-387-6002 454-0985 名古屋市中川区春田３－７３ 中川区

医科 大平病院 大平　孝道 052-383-0303 052-383-0342 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通９－７８ 中川区

医科 加藤クリニック 加藤  政隆 052-362-7001 052-362-7270 454-0046 名古屋市中川区神郷町１－２４ 中川区

医科 永田内科クリニック 永田  章 052-439-2112 052-431-9888 454-0972 名古屋市中川区新家１－１６１１ アズタウン医療ビル２階 中川区

医科 はやせ希望クリニック 早瀬  修平 052-355-3533 052-355-3536 454-0818 名古屋市中川区松葉町４－６０ 中川区

医科 酒井医院 酒井  潔 052-361-0771 052-361-0771 454-0035 名古屋市中川区八熊通６－５９ 中川区

医科 松井医院 松井  啓 052-351-9103 052-351-9103 454-0048 名古屋市中川区元中野町３－５５ 中川区

医科 耳鼻咽喉科田崎クリニック 田崎　洋 052-365-4133 052-365-4670 454-0842 名古屋市中川区宮脇町１－１４１ 中川区

医科 こいで整形外科 小出　敬之 052-321-8181 052-321-8500 454-0011 名古屋市中川区山王４－５－５ 中川区

医科 きたがわクリニック 北川　仁美 052-303-5533 052-303-5833 454-0964 名古屋市中川区富永３－９３－１ 中川区

医科 野崎クリニック 野崎  宗信 052-303-3811 052-303-3981 454-0943 名古屋市中川区大当郎１－１９０３ 中川区

医科 野崎クリニック 増田  知之 052-303-3811 052-303-3981 454-0943 名古屋市中川区大当郎１－１９０３ 中川区

医科 野崎クリニック 沢田　圭司 052-303-3811 052-303-3981 454-0943 名古屋市中川区大当郎１－１９０３ 中川区

医科 岡本医院分院 岡本　富美子 052-303-6272 052-302-0350 454-0945 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切５６ 中川区

医科 いとうクリニック 伊藤  文哉 052-309-1230 052-309-1231 454-0967 名古屋市中川区戸田西３－１８１５ 中川区

医科 野崎クリニック 宮地　雅直 052-303-3811 052-303-3981 454-0943 名古屋市中川区大当郎１－１９０３ 中川区

医科 松本ファミリークリニック 松本　幸三 052-737-5381 052-431-2031 454-0994 名古屋市中川区長須賀３－７０４ 光曜圓１Ｆ 中川区

医科 西川整形外科 西川　彰治 052-303-3333 052-303-6899 454-0963 名古屋市中川区水里２－３３３ 中川区

医科 ひしだ耳鼻咽喉科 菱田　登 052-352-6264 052-352-6264 454-0803 名古屋市中川区豊成町１ 豊成団地２号棟１１４号 中川区

医科 うめだ整形外科 梅田　仁視 052-309-2171 052-309-2170 454-0967 名古屋市中川区戸田西３－１７０２ 中川区

医科 太田内科クリニック 太田　一隆 052-362-1771 052-362-7881 454-0921 名古屋市中川区中郷４-４５ 中川区

医科 はしもと内科 橋本　恵里加 052-303-1020 052-301-1143 454-0943 名古屋市中川区大当郎２－１１０１ 中川区

医科 野崎クリニック 磯部　ゆみ 052-303-3811 052-303-3981 454-0943 名古屋市中川区大当郎１－１９０３ 中川区

医科 西垣医院 西垣　裕 052-361-1851 052-304-9071 454-0927 名古屋市中川区打中１－１７７ 中川区

医科 ひしだ耳鼻咽喉科 菱田　圭祐 052-352-6264 052-352-6264 454-0803 名古屋市中川区豊成町１ 豊成団地２号棟１１４ 中川区

医科 なかがわ在宅クリニック 吉田　真理 052-339-2855 052-339-2856 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋４－８－１１ 中川区

医科 岡本医院分院 岡本　奈美 052-303-6272 052-302-0350 454-0945 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切５６ 中川区

医科 小寺医院 小寺　玲子 052-363-6110 052-387-6500 454-0912 名古屋市中川区野田２－９１ 中川区

医科 福井医院 福井　隆男 052-361-2816 052-351-0265 454-0833 名古屋市中川区上脇町２－８７ 中川区

医科 大平病院 大平　寿久 052-383-0303 052-383-0342 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通９丁目７８番地 中川区

医科 名古屋西病院 大澤　良充 052-361-0878 052-361-0727 454-0869 名古屋市中川区荒子２－４０ 中川区

医科 まつば公園こどもクリニック 福田　稔 052-369-2230 052-369-2231 454-0825 名古屋市中川区好本町３－１５ 中川区

医科 たいようファミリークリニック 加藤　友也 052-355-8111 052-355-8112 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通１-１５-５ 中川区
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医科 千音寺こどもクリニック 岩田　敦子 052-446-8888 052-446-8889 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺土坪３７７０ 中川区

歯科 おしむら歯科 押村　進 052-363-3366 052-362-1866 454-0847 名古屋市中川区細米町１－７ 中川区

医科 あつた皮ふ科クリニック 佐々木　良輔 052-228-8820 052-228-8819 454-0047 名古屋市中川区中野本町２－４４ 中川区

医科 つゆはしクリニック 中村　文彦 052-353-7530 052-353-7531 454-0006 名古屋市中川区柳堀町10-7 中川区

医科 クリニック　サンセール 吉水　俊洋 052-369-1313 052-369-1003 454-0932 名古屋市中川区中島新町2-311 中川区

医科 水野クリニック 水野　照久 052-321-6010 052-322-6751 454-0011 名古屋市中川区山王１－８－２２ 中川区

医科 小島内科クリニック 小島　洋二 052-384-1515 052-384-1662 455-0832 名古屋市港区宝神３－２３１４ 港区

医科 たけだ医院 武田  敦 052-303-7710 052-303-7611 455-0881 名古屋市港区船頭場５－８２０ 港区

医科 さかいクリニック 酒井　徹 052-651-7767 052-651-1236 455-0041 名古屋市港区幸町２－３９－１ 港区

医科 岡本医院本院 岡本　明彦 052-309-2818 052-309-2777 455-0881 名古屋市港区船頭場２－１２３５ 港区

医科 みなとファミリークリニック 矢田　篤司 052-659-0017 052-659-0024 455-0018 名古屋市港区港明１－１－２ 港区

医科 東港クリニック 河出　昌也 052-651-8556 052-651-8557 455-0013 名古屋市港区港陽３－１－１７ 港区

医科 早瀬内科クリニック 早瀬　元也 052-382-1115 052-382-3505 455-0822 名古屋市港区甚兵衛通２－２６－２ 港区

医科 クリニックいとう 伊藤　洋 052-654-3700 052-654-3707 455-0001 名古屋市港区七番町２－１２－１ 港区

医科 今井医院 今井　誠司 052-384-0017 052-384-0039 455-0067 名古屋市港区港北町２－３７－１ 港区

医科 たわだリハビリクリニック 多和田　忍 052-302-3001 052-302-3122 455-0885 名古屋市港区八百島二丁目６０５ 港区

医科 ながしま内科 長嶋　正仁 052-303-6615 052-303-6658 455-0857 名古屋市港区秋葉２－７－１ 港区

医科 医療法人雄峰会まのレディースクリニック 真野　寿雄 052-302-8885 052-301-4103 455-0884 名古屋市港区七反野１丁目８０６－１ 港区

医科 あずまリハビリテーション病院 近藤　東仁 052-653-1112 052-653-1113 455-0032 名古屋市港区入船二丁目１番１５号 港区

医科 三菱重工業株式会社　大江健康管理科 仁瓶　宗樹 052-611-8997 052-614-5499 455-8515 名古屋市港区大江町１０ 港区

医科 よこやまクリニック 横山　智輝 052-389-2212 052-389-2232 455-0801 名古屋市港区小碓２－６０ 港区

医科 たわだリハビリクリニック 幅　麻里子 052-302-3001 052-302-3122 455-0885 名古屋市港区八百島２－６０５ 港区

歯科 みなと医療生活協同組合　みなと歯科診療所 橋詰　義幸 052-652-5557 052-652-5558 455-0014 名古屋市港区港楽３－７－１８ 港区

歯科 名古屋南歯科保健医療センター 髙木　芳彦 052-611-8044 052-825-4340 457-0821 名古屋市南区弥次ヱ町５－１２－１ 南区

医科 三井化学株式会社　名古屋工場健康管理室 綾部　彩夏 052-614-2124 052-614-2272 457-8522 名古屋市南区丹後通２－１ 南区

医科 うららクリニック ウィンターロード　俊江 052-825-3352 052-825-3353 457-0862 名古屋市南区内田橋２－３１－３ 須原ビル１F 南区

医科 太田皮フ科クリニック 太田　義治 052-822-3660 457-0012 名古屋市南区菊住二丁目１７－２３ 南区

医科 大髙クリニック 大髙　一則 052-825-0033 052-825-0039 457-0031 名古屋市南区鯛取通４－１ 第一田口ビル２階 南区

医科 よびつぎクリニック 中西  陽子 052-811-0443 052-811-6697 457-0014 名古屋市南区呼続２－１３－５ 南区

医科 愛育診療所 堀江  重信 052-612-3357 052-612-3411 457-0805 名古屋市南区三吉町６－１７ 名古屋キリスト教社会館 南区

医科 藤井医院 藤井  了 052-822-2451 052-822-2455 457-0049 名古屋市南区北内町１－３－２ 南区

医科 山口レディスクリニック 山口  一雄 052-823-2121 052-811-7231 457-0007 名古屋市南区駈上２－７－１ 南区

医科 カネマキ医院 印牧  研吾 052-811-0138 457-0005 名古屋市南区桜台２－１８－３２ 南区

医科 安藤皮フ科 安藤  譲一 052-692-6300 052-692-6344 457-0863 名古屋市南区豊１－３５－１９ サンシャインミナミ１階 南区

医科 中村医院 中村  智子 052-691-6372 052-691-6373 457-0841 名古屋市南区豊田２－５－８ 南区

医科 北村病院 北村  隆雄 052-823-3636 052-823-3126 457-0012 名古屋市南区菊住２－４－１２ 南区

医科 ごうクリニック 伊藤  剛 052-821-3883 052-821-3868 457-0006 名古屋市南区鳥栖２－３－１ 南区

医科 山口病院 山口　勇 052-611-6561 052-613-0333 457-0836 名古屋市南区加福本通３－２８ 南区

医科 Ｋこどもクリニック 笠井　啓子 052-821-2221 052-821-7606 457-0007 名古屋市南区駆上２－１－１６ 南区

医科 宇野耳鼻咽喉科 宇野　雅晴 052-811-8733 052-811-3311 457-0027 名古屋市南区弥生町１５９ 南区

医科 二之湯医院 二之湯　勝啓 052-819-1200 052-819-1203 457-0824 名古屋市南区赤坪町２４２ 南区

医科 北村病院 北村　聡児 052-823-3636 052-823-3126 457-0012 名古屋市南区菊住２－４－１２ 南区

医科 細川内科・皮フ科 細川　孝 052-822-2100 052-822-2104 457-0038 名古屋市南区桜本町２－２０ 南区

医科 きりやまクリニック 桐山　昌伸 052-811-0881 052-811-0889 457-0038 名古屋市南区桜本町４３－１ 南区

医科 カケヒ内科小児科 筧　浩 052-811-0721 052-824-9235 457-0038 名古屋市南区桜本町１２５ 南区

医科 善常会リハビリテーション病院 岡田　温 052-811-9101 052-811-9390 457-0046 名古屋市南区松池町１－１１ 南区

医科 善常会リハビリテーション病院 小川　修 052-811-9101 052-811-9390 457-0046 名古屋市南区松池町１－１１ 南区

医科 名南病院 小南　重人 052-691-3171 052-691-7233 457-0856 名古屋市南区南陽通５－１－３ 南区

医科 うらた皮膚科 浦田　喜子 052-811-2050 052-811-2001 457-0058 名古屋市南区前浜通４－１４－１ 南区

医科 井上医院 井上　博基 052-811-3550 052-822-3180 457-0039 名古屋市南区西桜町７７ 南区

医科 よびつぎクリニック 林　時 052-811-0443 052-811-6697 457-0014 名古屋市南区呼続２－１３－５ 南区

医科 平光ハートクリニック 平光　伸也 052-811-0383 052-822-1772 457-0047 名古屋市南区城下町２－３５ 南区

医科 山口病院 山口　賢司 052-611-6561 052-613-0333 457-0836 名古屋市南区加福本通３－２８ 南区

医科 津田医院 津田　憲一 052-691-3662 052-691-4611 457-0846 名古屋市南区道徳通２－２０－２ 南区
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医科 やくし整形クリニック 加藤　光康 052-821-8941 052-821-8940 457-0048 名古屋市南区大磯通４-２１ 南区

医科 まつおかクリニック 松岡　慎 052-811-1811 052-811-1711 457-0005 名古屋市南区桜台１-２７-６ 南区

医科 石川クリニック 加藤　順子 052-811-2223 052-811-7627 457-0006 名古屋市南区鳥栖１－１５－２８ 南区

医科 善常会リハビリテーション病院 木村　知寛 052-811-9101 052-811-9390 457-0046 名古屋市南区松池町１－１１ 南区

医科 植谷医院 植谷　忠昭 052-811-3468 052-811-3479 457-0005 名古屋市南区桜台１－１４－１ 南区

医科 なごや在宅クリニック 佐藤　公彦 052-819-6166 052-693-7134 457-0024 名古屋市南区赤坪町６番地 南区

医科 てらだアレルギーこどもクリニック 寺田　明彦 052-698-4152 052-698-2415 457-0841 名古屋市南区豊田１－３０－１ メディコート３Ｆ 南区

医科 おおたに整形外科皮フ科 大谷　茂毅 052-829-0987 052-829-0989 457-0862 名古屋市南区内田橋一丁目１－１３　２階 南区

医科 新美クリニック 新美　岳 052-824-1123 052-824-5656 457-0022 名古屋市南区明円町４５－２ 南区

医科 つげ整形外科 柘植　哲 052-691-6018 052-691-6024 457-0846 名古屋市南区道徳通３丁目４１番地 南区

医科 老人保健施設シルピス大磯 藤田　政隆 052-811-5553 052-811-9429 457-0043 名古屋市南区戸部町３－５５ 南区

医科 いまい内科クリニック 今井　健次 052-693-2011 052-693-2066 457-0863 名古屋市南区豊１－２８－１８ ナオビ１階 南区

医科 アイ・レディスクリニック 伊藤　聡 052-614-1103 052-614-1146 457-0836 名古屋市南区加福本通３丁目６４番地 南区

医科 名南ファミリークリニック 山中　秀高 052-619-7666 052-619-7667 457-0805 名古屋市南区三吉町５－３３ 南区

医科 宮田医院 宮田　和幸 052-691-1480 052-691-1702 457-0847 名古屋市南区道徳新町５－２１ 南区

医科 かすばたクリニック 山田　師生 052-824-1192 052-824-1193 457-0052 名古屋市南区粕畠町３－１６ 南区

医科 伊藤しあわせクリニック 伊藤　嘉康 052-823-4122 052-823-4126 457-0027 名古屋市南区弥生町１４ 南区

医科 こじま耳鼻咽喉科 小島　卓朗 052-824-4133 052-823-5085 457-0072 名古屋市南区寺部通２－１２－１ 南区

医科 並木クリニック 並木　祥代 052-691-2000 052-691-3387 457-0862 名古屋市南区内田橋２－１０－２２ 南区

医科 あらたま漢方診療所 武田　紹 052-602-5800 052-602-5801 457-0014 名古屋市南区菊住１－７－１０ 南区

医科 きむら泌尿器科クリニック 木村　祐介 052-692-0080 052-692-0082 457-0843 名古屋市南区忠次１－１－６ メディカルガーデン名古屋南３Ｆ 南区

医科 笠寺病院 春日井　貴雄 052-811-1151 052-811-2515 457-0046 名古屋市南区松池町３－１９ 南区

歯科 杉浦歯科医院 杉浦　憲治 052-811-0832 052-811-0832 457-0043 名古屋市南区戸部町１－５９ 南区

歯科 つるた歯科．小児歯科 鶴田　博昭 052-822-6065 052-821-8409 457-0004 名古屋市南区中江２－１０－２２ 南区

歯科 きららデンタルクリニック 亀谷 佳保里 052-821-8112 052-821-8112 461-0001 名古屋市東区泉1-15-23-801 南区

医科 南医療生活協同組合　星崎診療所 喜多村　眞弓 052-821-9201 052-821-0996 457-0064 名古屋市南区星崎１-１２３ 南区

医科 つるた医院 鶴田　光敏 052-822-7050 052-822-7051 457-0004 名古屋市南区中江2丁目10-22 鶴田ビル1階 南区

医科 笠寺精治寮病院 髙田　敏行 052-821-9221 052-824-0286 457-0051 名古屋市南区笠寺町柚ノ木３ 南区

医科 柴田整形外科 柴田　光子 052-822-6311 052-822-6311 457-0058 名古屋市南区前浜通４－１ 南区

医科 桜本町クリニック 加藤　正俊 052-811-2728 052-811-2907 457-0038 名古屋市南区桜本町４５ 南区

医科 井上医院 井上　喜久江 052-811-3550 052-822-3180 457-0039 名古屋市南区西桜町７７ 南区

医科 えさき整形外科リウマチ科 向藤原　由花 052-822-1481 052-811-4437 457-0003 名古屋市南区鶴田１－７－２６ 南区

医科 在宅支援なごや南ホームクリニック 山内　裕士 052-990-1871 052-990-1872 457-0014 名古屋市南区呼続１丁目１２－７ フォーサイト１F　１０１ 南区

医科 北村病院 棚橋　義直 052-823-3636 052-823-3126 457-0012 名古屋市南区菊住２－４－１２ 南区

医科 なかむら内科 中村　聡一 052-739-3030 052-739-2345 463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字海東４６８-２ 守山区

医科 ゆりクリニック名古屋東 新谷　彬 052-736-5000 052-736-5003 463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字川原１５６ 守山区

医科 守山友愛病院 小林　由典 052-793-7655 052-793-8272 463-0090 名古屋市守山区瀬古東２－４１１ 守山区

医科 守山整形外科 後藤　悠助 052-739-2525 052-739-2505 463-0811 名古屋市守山区深沢１－１８３１ 守山区

医科 川瀬クリニック 川瀬　淳 052-791-2644 052-791-1254 463-0011 名古屋市守山区小幡五丁目１－６ 守山区

医科 種田クリニック 種田　孝 052-793-9200 052-791-1156 463-0092 名古屋市守山区白沢町１６８ 守山区

医科 とみやす整形外科クリニック 富安  聡 052-793-1161 052-792-6675 463-0047 名古屋市守山区小幡常燈１番３号 守山区

医科 古沢クリニック 古澤  敦 052-795-7221 052-795-7222 463-0013 名古屋市守山区小幡中２２－２０ 守山区

医科 しば内科クリニック 芝  健治 052-793-8001 052-793-8009 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－２４－１０ アクロス小幡２階 守山区

医科 たてレディースクリニック 楯  信太郎 052-794-5151 052-794-5170 463-0041 名古屋市守山区大谷町２－５１ 守山区

医科 松坂クリニック 鈴木  洋介 052-796-1500 052-796-1510 463-0007 名古屋市守山区松坂町２５０ 守山区

医科 松坂クリニック 鈴木  留美 052-796-1500 052-796-1510 463-0007 名古屋市守山区松坂町２５０ 守山区

医科 ひょうたん山医院 廣瀬  直記 052-758-4050 052-758-4051 463-0061 名古屋市守山区東山町１０－２ 守山区

医科 くれやま整形外科・胃腸科 呉山  泰進 052-798-7222 052-798-7223 463-0025 名古屋市守山区元郷２－１４０４ 守山区

医科 守山友愛病院 小林  正樹 052-793-7655 052-793-8272 463-0090 名古屋市守山区瀬古東２－４１１ 守山区

医科 たけうちクリニック 竹内　正行 052-772-2020 052-772-1090 463-0035 名古屋市守山区森孝２－９６１ 守山区

医科 長谷川内科 長谷川　和生 052-793-2828 052-792-6031 463-0079 名古屋市守山区幸心３丁目１１０２番地 守山区

医科 にししろクリニック 神谷  雅人 052-791-2446 052-791-4500 463-0084 名古屋市守山区西城２－１３－１３ 守山区

医科 せこ内科クリニック 鈴木　一成 052-758-0150 052-758-0170 463-0068 名古屋市守山区瀬古１－７２０ 守山区

医科 ハローキッズクリニック 寺部　浩司 052-737-0085 052-737-0089 463-0809 名古屋市守山区平池東８０５－１ 守山区
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医科 眼科広川クリニック 廣川  英里 052-739-1522 052-725-9722 463-0814 名古屋市守山区桔梗平１－２４０３ 守山区

医科 新守山クリニック 本村  日出男 052-791-2264 052-794-2489 463-0076 名古屋市守山区鳥羽見2-1206 守山区

医科 なるかわレディースクリニック 生川  剛史 052-796-2220 052-796-1123 463-0042 名古屋市守山区野萩町１３－１４ プラザ野萩２Ｆ 守山区

医科 よしだクリニック 吉田  朋子 052-758-0700 052-758-0758 463-0086 名古屋市守山区永森町３３３ 守山区

医科 ひろし整形外科 熊沢  宏 052-795-5531 052-795-5532 463-0096 名古屋市守山区森宮町２８８ 守山区

医科 たなかこどもクリニック 田中　壮一 052-758-3311 052-758-3310 463-0063 名古屋市守山区八反５－２５ 守山区

医科 ひえだ内科クリニック 稗田　信之 052-794-2509 052-796-0168 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－１７－３ 守山区

医科 マキムラクリニック 槇村　將夫 052-793-3158 052-793-3157 463-0051 名古屋市守山区小幡太田３－３９ 守山区

医科 おおくぼ整形外科クリニック 大久保　守 052-758-5551 052-758-5552 463-0056 名古屋市守山区新城１６－２０ 守山区

医科 久野医院 吉村　貴子 052-793-3537 052-793-3541 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－８－１７ 守山区

医科 うちだ内科クリニック 内田　淳夫 052-758-1122 052-758-1005 463-0048 名古屋市守山区小幡南３－５－３ 守山区

医科 やまだレディスクリニック 山田　英史 052-793-5551 052-793-5554 463-0013 名古屋市守山区小幡中３-２３-１１ 守山区

医科 きとうクリニック 鬼頭　正人 052-791-8215 052-791-8216 463-0065 名古屋市守山区廿軒家１４-４０ 守山区

医科 まつい内科クリニック 松井　泰道 052-736-8666 052-736-8667 463-0808 名古屋市守山区花咲台１－９０７ 守山区

医科 きたやまファミリークリニック 岩山　範久 052-795-3900 052-795-3980 463-0011 名古屋市守山区小幡５－１４－４１ 守山区

医科 ものえ内科クリニック 物江　孝司 052-760-2324 052-760-2366 463-0036 名古屋市守山区向台１－３０３ 守山区

医科 おがわ内科クリニック 小川　拓男 052-791-2255 052-791-0012 463-0079 名古屋市守山区幸心１－２２８ 守山区

医科 髙橋内科 髙橋　廣次郎 052-793-7355 052-792-0191 463-0053 名古屋市守山区小幡千代田１４－９ 守山区

医科 こでまりクリニック 小林　麻里 052-794-4114 052-794-4110 463-0011 名古屋市守山区小幡２－４－７ 守山区

医科 浅井医院 浅井　富成 052-791-2037 052-792-0399 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－１４－３ 守山区

医科 荒川医院 荒川　敏之 052-793-2008 052-791-8627 463-0065 名古屋市守山区廿軒家３－２４ 守山区

医科 愛知クリニック 小川　弘恒 052-736-5511 052-736-5512 463-0803 名古屋市守山区日ノ後８０５ 守山区

医科 黒木内科クリニック 黒木　秀明 463-0811 守山区

医科 マキムラクリニック 槇村　進 052-793-3158 052-793-3157 463-0051 名古屋市守山区小幡太田３－３９ 守山区

医科 守山内科 鵜飼　宏司 052-791-5110 052-791-4873 463-0070 名古屋市守山区新守山９０１ 守山区

医科 こんどう内科クリニック 近藤　博人 052-758-5296 052-758-5295 463-0056 名古屋市守山区新城１６－１６ 守山区

医科 おがたファミリークリニック 緒方　正樹 052-768-6093 052-768-6095 463-0009 名古屋市守山区緑ケ丘１０７ 守山区

医科 天子田おぎそクリニック 小木曽　清二 052-773-1033 052-773-1123 463-0037 名古屋市守山区天子田２-１８０２-１ 守山区

医科 神保外科 神保　慎 052-793-4728 052-793-5739 463-0013 名古屋市守山区小幡中二丁目２０番１号 守山区

医科 ようていファミリークリニック藤が丘 宮田　雅史 052-771-6688 052-771-6687 463-0034 名古屋市守山区四軒家二丁目７０２番地 守山区

医科 鬼頭整形外科スポーツクリニック 鬼頭　満 052-794-3777 052-794-3336 463-0085 名古屋市守山区大牧町４０５ 守山区

医科 あきおファミリークリニック 長谷川　明生 052-736-7822 052-736-7882 463-0001 名古屋市守山区上志段味大塚１２１６－２ 守山区

医科 やまの耳鼻咽喉科クリニック 山野　耕嗣 052-795-3387 052-795-3310 463-0011 名古屋市守山区小幡三丁目２２－３１ 守山区

医科 フォレストベルクリニック 村上　聡 052-737-0003 052-737-0035 463-0001 名古屋市守山区上志段味羽根前600-2 守山区

医科 もりやまファミリークリニック 辻藤　達也 052-797-3883 052-797-3882 463-0090 名古屋市守山区瀬古東３－１４０ 守山区

医科 しだみ高橋クリニック 高橋　卓嗣 052-778-7885 052-778-7886 463-0002 名古屋市守山区大字中志段味字洞畑２１５０ 守山区

医科 浅川医院 浅川　順一 052-794-5437 052-794-0747 463-0013 名古屋市守山区小幡中３－１４－３ 守山区

医科 オリーブ在宅クリニック 木村　卓二 052-758-6333 052-758-6336 463-0086 名古屋市守山区永森町３５３ 守山区

医科 おはなばたけクリニック 花谷　崇 052-792-1320 052-792-1308 463-0065 名古屋市守山区廿軒家２２－４０ 守山区

歯科 鈴木歯科医院 鈴木  明 052-736-4088 052-736-4088 463-0003 名古屋市守山区下志段味字長根１５１５－３ 守山区

歯科 新守山駅前歯科 森山　正 052-793-1010 052-793-1013 463-0071 名古屋市守山区新守町７４ 守山区

歯科 かねしげ歯科 小澤　謙盛 052-736-6777 052-736-6778 463-0003 名古屋市守山区下志段味濁り池１６８２－１ 守山区

歯科 ききょう歯科クリニック 林　保利 052-799-8682 052-799-8682 463-0814 名古屋市守山区桔梗平１－２４０１ 守山区

歯科 鳥居歯科眼科 鳥居　晴彦 052-792-8448 052-737-8814 463-0011 名古屋市守山区小幡2丁目6-30 守山区

医科 守山いつき病院 遠藤　治樹 052-793-3101 052-793-3177 463-0067 名古屋市守山区守山２－１８－２２ 守山区

医科 もりやまこどもとアレルギークリニック 吉田　明生 052-795-2001 052-795-2002 463-0079 名古屋市守山区幸心３－１５０７－２ 守山区

医科 後藤皮膚科 後藤　重己 052-796-0169 052-796-0169 463-0089 名古屋市守山区西川原町４３ 守山区

医科 樋口整形外科 樋口　善俊 052-795-2300 052-795-2398 463-0017 名古屋市守山区喜多山１－６－１８ 守山区

医科 守山みずのハートクリニック 水野　明宏 052-799-8341 052-799-8343 463-0081 名古屋市守山区川宮町64 守山区

医科 名古屋ニューロサージェリークリニック 林　純一 052-799-3355 052-799-3003 463-0003 名古屋市守山区大字下志段味字西ノ原835 守山区

医科 片山整形外科リハビリクリニック 片山　良仁 052-793-1235 052-793-1240 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－２４－１０ アクロス小幡２Ｆ 守山区

医科 山田クリニック 山田　富美子 052-891-5211 052-891-5060 458-0043 名古屋市緑区万場山２－１０１ 緑区

医科 徳重はりがや循環器内科 針谷　浩人 052-838-8370 052-838-8371 458-0815 名古屋市緑区徳重１－１４１５ 緑区

医科 さくら医院 溝口　公士 052-892-7300 052-892-7301 458-0041 名古屋市緑区鳴子町３－４９ 緑区
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医科 相生山病院 佐藤　貴久 052-878-3711 052-878-4141 458-0813 名古屋市緑区藤塚３－２７０４ 緑区

医科 いとう脳神経クリニック 伊藤　元一 052-877-7511 052-877-7512 458-0852 名古屋市緑区元徳重２－１０４ 緑区

医科 うえすぎクリニック 上杉　道伯 052-621-0400 052-621-0410 458-0910 名古屋市緑区桶狭間森前２８０１ 緑区

歯科 ばんの歯科医院 阪野　俊一 052-891-6490 052-848-8300 458-0044 名古屋市緑区池上台１－２０５ 緑区

医科 安田整形外科 安田　健太郎 052-875-8777 052-875-8778 458-0015 名古屋市緑区篠の風２－４１７ 緑区

医科 藤田外科 藤田　喜正 052-621-4323 052-622-2197 458-0820 名古屋市緑区境松２－３３３ 緑区

医科 きむら内科小児科クリニック 木村　尚子 052-876-8776 052-876-7582 458-0812 名古屋市緑区神の倉３－１０ 緑区

医科 ひがみ内科 樋上　昌男 052-876-2127 052-876-2143 458-0808 名古屋市緑区東神の倉３－５３０ 緑区

医科 中根産婦人科 中根　茂雄 052-895-1177 052-895-4536 458-0011 名古屋市緑区相川二丁目１２６ 緑区

医科 伊藤医院 伊藤　久恵 052-891-7121 052-891-5840 458-0047 名古屋市緑区古鳴海二丁目２－１３８ 緑区

医科 小山耳鼻咽喉科 小山　賢吾 052-877-4187 052-878-0260 458-0002 名古屋市緑区桃山１－２１ 緑区

医科 第２しもざとクリニック 下郷　泉 052-895-7111 052-895-7117 458-0031 名古屋市緑区旭出一丁目５１１ 緑区

医科 平松内科クリニック 平松　幸治 052-878-1230 052-878-1231 458-0015 名古屋市緑区篠の風三丁目１１２番 緑区

医科 野並クリニック 谷口　和人 052-895-3322 458-0841 名古屋市緑区鳴海町字小森８－６ サンハウス野並２階 緑区

医科 かみさわクリニック 鈴木　眞砂 052-877-6647 052-877-6145 458-0014 名古屋市緑区神沢一丁目２００７ 緑区

医科 岡田内科クリニック 岡田  源義 052-621-6666 052-621-5432 458-0036 名古屋市緑区六田１－３２４ 緑区

医科 眼科はせ川こうクリニック 長谷川  公 052-879-1828 052-879-1829 458-0802 名古屋市緑区兵庫１－１０８ 緑区

医科 森瀬内科 森瀬  公友 052-877-9900 052-877-7765 458-0801 名古屋市緑区平手北１－９０２ 緑区

医科 阪野医院 阪野  日出男 052-621-5800 052-623-0604 458-0833 名古屋市緑区青山２－１４７－２ 緑区

医科 中野循環器内科＆えがおこどものクリニック 中野  佐上 052-895-1777 052-895-1700 458-0033 名古屋市緑区相原郷１－１９０１ 緑区

医科 ひらおクリニック 平尾  哲夫 052-879-1581 052-879-1108 458-0003 名古屋市緑区黒沢台４－１１０６ 緑区

医科 みどり松川クリニック 松川  幸平 052-899-3200 052-899-3201 458-0045 名古屋市緑区鹿山２－４０ 緑区

医科 相生山病院 佐藤  徹 052-878-3711 052-878-4141 458-0813 名古屋市緑区藤塚３－２７０４ 緑区

医科 コスモスこどもクリニック 前田  敏子 052-877-7588 052-877-7595 458-0006 名古屋市緑区細口３－５３１ 緑区

医科 野々田医院 野々田  浩一 052-895-3279 052-892-3313 458-0038 名古屋市緑区作の山町１５ 緑区

医科 大清水クリニック 柴田  真一 052-879-3388 052-879-3502 458-0818 名古屋市緑区大清水西２０１ 緑区

医科 渡辺医院 平松  京子 052-896-5571 052-896-5571 458-0041 名古屋市緑区鳴子町３－５２－７ 緑区

医科 山本内科 山本  紘靖 052-891-1500 052-891-1900 458-0847 名古屋市緑区浦里３－１６３ 緑区

医科 さかざき医院 坂崎　由紀夫 052-891-1233 052-892-6883 458-0021 名古屋市緑区滝ノ水４－１５０１ 緑区

医科 宮島クリニック 宮島　和之 052-879-0500 052-879-0520 458-0837 名古屋市緑区赤松２０２ 緑区

医科 佐藤内科 佐藤　和之 052-892-2628 052-892-2660 458-0021 名古屋市緑区滝の水５－３１５ 緑区

医科 広瀬内科クリニック 廣瀬　聡 052-629-0770 052-629-0772 458-0830 名古屋市緑区姥子山１－６０８ 緑区

医科 佐藤医院 佐藤　弘男 052-896-4175 052-896-6094 458-0045 名古屋市緑区鹿山１－４３ 緑区

医科 鳴海クリニック 平松　定彦 052-626-2626 052-622-6261 458-0847 名古屋市緑区浦里５－５０ 緑区

医科 わかさとクリニック 長谷川 義武 052-899-3788 052-891-4141 458-0847 名古屋市緑区浦里１－９８ 緑区

医科 みやぎ内科 宮城　裕 052-877-1011 052-877-1099 458-0004 名古屋市緑区乗鞍１－８０１ 緑区

医科 藤内科クリニック 藤　明彦 052-878-5100 052-878-5726 458-0002 名古屋市緑区桃山３－９０２－２ 緑区

医科 はせがわ耳鼻咽喉科 長谷川　寿珠 052-892-3300 052-892-3383 458-0044 名古屋市緑区池上台２－２３ 緑区

医科 さそうクリニック 佐宗  克久 052-621-0340 052-621-9340 458-0924 名古屋市緑区有松２６１７ 緑区

医科 高橋ファミリークリニック 高橋  信雄 052-622-1131 052-622-1132 458-0826 名古屋市緑区平子が丘１５０３ 緑区

医科 鳴海クリニック 横山　逸男 052-626-2626 052-622-6261 458-0847 名古屋市緑区浦里５－５０ 緑区

医科 かみのくら整形外科 加藤　斉 052-875-0555 052-875-0556 458-0808 名古屋市緑区東神の倉３－１８０５ 緑区

医科 尾崎山内科クリニック 林  邦彦 052-626-3755 052-626-3756 458-0024 名古屋市緑区尾崎山２－１００５－１ 緑区

医科 たけうち整形外科 竹内　正典 052-899-5520 052-899-5521 458-0037 名古屋市緑区潮見が丘２－２５０ 緑区

医科 内科・胃腸科くすがみクリニック 楠神　和男 052-626-8880 052-626-8881 458-0830 名古屋市緑区姥子山４－１０２ 緑区

医科 清水山整形外科クリニック 米澤　正人 052-629-0880 052-629-0882 458-0911 名古屋市緑区桶狭間森前２１２５ 緑区

医科 さわ眼科 澤　浩 052-875-0038 052-875-0048 458-0001 名古屋市緑区梅里１－８４ 緑区

医科 泉谷ふれ愛クリニック 泉谷　正伸 052-879-2022 052-879-2055 458-0801 名古屋市緑区鳴海町水広下９３－３４ 緑区

医科 こうの整形外科 河野　久 052-891-8131 052-892-0536 458-0847 名古屋市緑区浦里２－１７４ 緑区

医科 竹内クリニック 竹内　文康 052-875-0122 052-875-0121 458-0804 名古屋市緑区亀が洞１－１６０８ 緑区

医科 徳重ながさわクリニック 長澤　圭一 052-875-0550 052-875-0551 458-0815 名古屋市緑区徳重２－１６２１ 緑区

医科 ジャパン藤脳クリニック 山中　直樹 052-875-2235 052-875-2261 458-0816 名古屋市緑区横吹町１９１８－１ 緑区

医科 あおやま胃腸内科外科 青山　浩幸 052-876-1300 052-876-1315 458-0818 名古屋市緑区諸の木３－１２０２ 緑区

医科 しもざとクリニック 下郷　卓弥 052-891-5111 052-891-2220 458-0044 名古屋市緑区池上台２－２６６ 緑区
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医科 多代小児科 多代　正彦 052-892-1101 052-895-0776 458-0801 名古屋市緑区鳴海町山ノ神１２５－１ 緑区

医科 兼松医院 立石　史子 052-896-3618 052-896-3618 458-0041 名古屋市緑区鳴子町４－７５ 緑区

医科 中島整形外科 中島　敏光 052-621-1288 052-621-1280 458-0835 名古屋市緑区鳴海町上汐田２４０ 緑区

医科 滝の水眼科クリニック 中村　直人 052-892-9911 052-892-9919 458-0021 名古屋市緑区滝ノ水１－２１０８ 緑区

医科 渡辺皮フ科クリニック 渡辺　薫 052-892-4141 052-892-1825 458-0011 名古屋市緑区相川２－１０５ 緑区

医科 渡邉　彊 緑区

医科 川原医院 川原　昌巳 052-891-9811 052-891-9812 458-0045 名古屋市緑区鹿山３－１０ 緑区

医科 ほった整形外科 堀田　功一 052-879-2662 052-879-2663 458-0011 名古屋市緑区相川３－７ アイイービル１Ｆ 緑区

医科 鳴子クリニック 藤田　寛二 052-895-7651 052-895-7652 458-0041 名古屋市緑区鳴子町１-４４-２ 緑区

医科 ロイヤルベルクリニック 丹羽　慶光 052-879-6660 052-879-6665 458-0801 名古屋市緑区水広１－１７１５ 緑区

医科 阿部医院 阿部　稔雄 052-895-7345 052-895-1538 458-0015 名古屋市緑区篠の風１-１３０１ 緑区

医科 大西皮フ科 大西　修 052-876-1115 052-877-4930 458-0808 名古屋市緑区東神の倉２－２３２５ 緑区

医科 徳重整形外科クリニック 土屋　大志 052-878-8858 052-878-8837 458-0804 名古屋市緑区亀が洞１丁目１３１０ 緑区

医科 なるこ田中医院 田中　智子 052-895-2757 052-895-2760 458-0041 名古屋市緑区鳴子町４－３５ 緑区

医科 こばやしファミリークリニック 小林　郁生 052-875-0321 052-875-0330 458-0002 名古屋市緑区桃山２－５－２ 緑区

医科 ロイヤルベルクリニック 小栗　久典 052-879-6660 052-879-6665 458-0801 名古屋市緑区水広１－１７１５ 緑区

医科 白土永田眼科 永田　徹也 052-878-8780 052-878-8781 458-0808 名古屋市緑区東神の倉三丁目３４０６番 緑区

医科 介護老人保健施設フジタ 廣岡　良文 052-623-3914 052-623-3917 458-0821 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山４３番６４０ 緑区

医科 桃山こどもクリニック 山本　康人 052-853-9333 052-853-9334 458-0001 名古屋市緑区梅里二丁目５－１ 緑区

医科 ひがみ内科 樋上　勝也 052-876-2127 052-876-2143 458-0808 名古屋市緑区東神の倉３－５３０ 緑区

医科 さがら整形外科 相良　学爾 052-875-0075 052-875-0076 458-0848 名古屋市緑区水広２－１２１－１ 緑区

医科 きむら内科小児科クリニック 木村　仁志 052-876-8776 052-876-7582 458-0812 名古屋市緑区神の倉３－１０ 緑区

医科 相川みんなの診療所 梶野　真一 052-875-3792 052-875-3790 458-0011 名古屋市緑区相川三丁目２４６－２ 緑区

医科 眼科まつもとクリニック 松本　光正 052-899-3837 052-899-3857 458-0041 名古屋市緑区鳴子町4-8 ヒルトップ鳴子1F 緑区

医科 くまのまえファミリークリニック 梅村　修一郎 052-876-3351 052-878-7928 458-0802 名古屋市緑区兵庫１－４１１－２ 緑区

医科 山本内科 山本　幸一郎 052-891-1500 052-891-1900 458-0847 名古屋市緑区浦里３－１６３ 緑区

医科 緑かごやま皮膚科クリニック 磯村　巌 052-746-1241 052-746-1240 458-0807 名古屋市緑区砂田２-１０１ 緑区

医科 白土いとうクリニック 伊藤　良太郎 052-878-0033 052-878-0034 458-0813 名古屋市緑区藤塚３－１６１９－１ 緑区

医科 白土いとうクリニック 伊藤　薫子 052-878-0033 052-878-0034 458-0813 名古屋市緑区藤塚３－１６１９－１ 緑区

医科 もろの木こどもクリニック 諸岡　正史 052-878-8878 052-878-8870 458-0817 名古屋市緑区諸ノ木３－５０２ 緑区

医科 うらさと内科ハートクリニック 許　聖服 052-892-7223 052-892-7505 458-0847 名古屋市緑区浦里４-８７ 緑区

医科 みどり訪問クリニック 姜　琪鎬 052-680-7030 050-3737-0026 458-0007 名古屋市緑区篭山１－１０９－１ シティコーポ小坂南１０２ 緑区

歯科 東えびす歯科 青山　健太郎 052-848-8036 052-848-8037 458-0818 名古屋市緑区鳴海町大清水６９－４７ クレイドル１０２ 緑区

歯科 やまもとデンタルクリニック 山本　雅人 052-842-8783 052-848-7658 458-0848 名古屋市緑区水広３－５１６ 緑区

歯科 なるぱーくさとうファミリー歯科 佐藤　真一郎 052-892-6480 052-892-6482 458-0847 名古屋市緑区浦里３－２３２ なるぱーく２Ｆ 緑区

医科 千賀内科外科クリニック 千賀  美紀 052-621-9477 052-621-9478 459-8001 名古屋市緑区大高町亀原６２ 緑区

医科 大高医院 平野　繁 052-621-2417 052-621-2417 459-8001 名古屋市緑区大高町字中屋敷６２番地の１ 緑区

医科 徳重おかもとクリニック 岡本　泰幸 052-878-3330 052-878-3337 458-0004 名古屋市緑区乗鞍１－１３０４ 緑区

医科 南大高整形外科リハビリクリニック 柴田　芳宏 052-625-3730 052-625-3740 459-8002 名古屋市緑区森の里１－３０２ 緑区

医科 相生山ほのぼのメモリークリニック 松永　慎史 052-896-0088 052-896-0044 458-0011 名古屋市緑区相川2-105 緑区

医科 ふじのもりtoUクリニック 南舘　謙 052-778-8517 052-778-8518 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘25-2 藤が丘メディカルステーション３Ｆ 名東区

医科 いのう整形外科 稲生　秀文 052-777-5525 052-777-5572 465-0097 名古屋市名東区平和が丘５－４０ 名東区

医科 さとう乳腺内科・健診クリニック 佐藤　成憲 052-702-3330 052-702-3332 465-0093 名古屋市名東区一社２－８ オオタ一社ビル 名東区

歯科 大橋デンタルオフィス 大橋　新史 052-737-8982 052-737-8522 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１０５ アサイビル１０２ 名東区

医科 一社駅前こばやしレディースクリニック 小林　久晃 052-702-5884 465-0093 名古屋市名東区一社２－８ オオタ一社ビル２F 名東区

医科 西山団地内科胃腸科 大脇　俊宏 052-701-1121 052-702-3340 465-0084 名古屋市名東区西里町１－３６ 名東区

医科 藤が丘ｅｆｆｅファミリークリニック 坂　勇輝 052-772-3333 052-772-3334 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１７０－４ 藤が丘エフ２Ｆ 名東区

医科 メディカルケア内科 竹藤　聖子 052-701-1021 052-701-1022 465-0093 名古屋市名東区一社２－８ オオタ一社ビル１Ｆ 名東区

医科 平松クリニック 末松　篤樹 052-760-6023 052-760-6025 465-0015 名古屋市名東区若葉台２０４ 名東区

歯科 滝歯科医院 滝　大策 052-774-8181 052-774-8188 465-0028 名古屋市名東区猪高台２－３１６ 名東区

医科 アスクレピオス診療院 服部　泰輔 052-253-5174 052-253-5174 465-0086 名古屋市名東区代万町３－１１－１ エイジトピア星ヶ丘ドクターズビル2F 名東区

医科 白楊会病院 角尾　英男 052-703-2226 052-703-2425 465-0025 名古屋市名東区上社４－１８１ 名東区

医科 名東老人保健施設 山内　学 052-704-1005 052-704-1094 465-0064 名古屋市名東区大針３－１１８ 名東区

医科 清水内科 清水　隆 052-774-3368 052-774-3390 465-0011 名古屋市名東区山の手一丁目４１５ 名東区
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医科 若葉台クリニック 鈴木　信子 052-777-2888 052-775-8679 465-0015 名古屋市名東区若葉台５０２ 若葉台ビル１Ｆ 名東区

医科 木村病院 木村　衛 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通２丁目２２－１ 名東区

医科 渡辺内科 渡邊　頴介 052-777-0211 052-777-0212 465-0042 名古屋市名東区照が丘２１２ 名東区

医科 北川内科 北川　道弘 052-774-1833 052-772-7067 465-0037 名古屋市名東区藤香町１４ 名東区

医科 松永クリニック 松永　仁毅 052-773-3312 052-773-6839 465-0035 名古屋市名東区豊が丘２０８ 名東区

医科 若松医院 若松　良隆 052-776-2161 052-777-2669 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台３－１３１５ 名東区

医科 前田医院 前田　敏夫 052-703-3000 052-703-3148 465-0065 名古屋市名東区梅森坂３－５２０１ 名東区

医科 北村医院 北村　泰子 052-701-4835 052-701-4835 465-0087 名古屋市名東区名東本通５－３５ 名東区

医科 武井医院 武井　禧明 052-771-1139 052-771-6591 465-0013 名古屋市名東区社口二丁目１００１ 名東区

医科 松永クリニック 松永　恭子 052-773-3312 052-773-6839 465-0035 名古屋市名東区豊が丘２０８ 名東区

医科 西山産婦人科･内科 西山　朗 052-701-3565 052-703-8373 465-0086 名古屋市名東区代万町１－９３ 名東区

医科 藤ヶ丘レディスクリニック 菅　整一 052-775-1103 052-775-1002 465-0036 名古屋市名東区藤里町１６０２ 名東区

医科 東名クリニック 渡辺　登 052-772-2951 052-775-3305 465-0003 名古屋市名東区延珠町１３０１ 名東区

医科 佐々木こどもクリニック 佐々木　邦明 052-776-0110 052-776-0340 465-0041 名古屋市名東区朝日ケ丘９９ グロリア朝日ケ丘４Ｆ 名東区

医科 雨宮整形外科医院 雨宮　浩 052-701-6303 052-701-6303 465-0093 名古屋市名東区一社２－１６９ 名東区

医科 大屋内科 大屋　敬彦 052-703-1855 052-703-1955 465-0057 名古屋市名東区陸前町２５１１ 名東区

医科 医）マルモブレスト　マルモブレストクリニック 竹内　新治 052-771-6111 052-771-6104 465-0024 名古屋市名東区本郷二丁目１２４－１ 名東区

医科 川村小児科 川村　正彦 052-777-0776 052-777-0732 465-0025 名古屋市名東区上社２-４２-１ 名東区

医科 藤ヶ丘メンタルクリニック 南部　陽一 052-777-3783 052-777-8391 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘６ セントラルスクエア２階 名東区

医科 白楊会病院 山本　明和 052-703-2226 052-703-2425 465-0025 名古屋市名東区上社四丁目１８１ 名東区

医科 きゅうとく医院 久徳　重和 052-777-5701 052-777-5702 465-0024 名古屋市名東区本郷2－66－1 ファーストビル2階 名東区

医科 松本内科 松本　琢磨 052-773-4117 052-773-4117 465-0092 名古屋市名東区社台１－６ 名東区

医科 はせがわクリニック 長谷川　義夫 052-702-1088 052-702-3151 465-0061 名古屋市名東区高針３－４０６ 名東区

医科 末永医院 末永　義人 052-701-8578 052-701-8572 465-0025 名古屋市名東区上社５－９１５ 名東区

医科 朝日クリニック 朝日　知子 052-779-2435 052-779-2436 465-0004 名古屋市名東区香南一丁目４１７ 名東区

医科 朝日クリニック 朝日　憲治 052-779-2435 052-779-2436 465-0004 名古屋市名東区香南一丁目４１７ 名東区

医科 池田整形外科 池田　允彦 052-703-5311 052-703-5888 465-0051 名古屋市名東区社が丘二丁目７０１ 名東区

医科 医）マルモブレスト　マルモブレストクリニック 竹内  透 052-771-6111 052-771-6104 465-0024 名古屋市名東区本郷２－１２４－１ 名東区

医科 須賀耳鼻咽喉科 須賀  克己 052-773-3387 052-773-3483 465-0005 名古屋市名東区香流１－１１０８ 名東区

医科 安井クリニック 安井  桂子 052-701-1176 052-701-5883 465-0087 名古屋市名東区本通４－２６ 名東区

医科 こんどうクリニック 近藤  薫 052-709-5055 052-709-5051 465-0053 名古屋市名東区極楽４－１３０５ 名東区

医科 一社クリニック 春日  輝明 052-702-7600 052-702-7176 465-0093 名古屋市名東区一社４－２１１ 名東区

医科 ねはし脳神経外科 根橋  京子 052-709-7200 052-709-7210 465-0093 名古屋市名東区一社２－５ ＴＨＥ ＱＯＬ３階 名東区

医科 本郷クリニック 牧  篤彦 052-771-7311 052-771-7361 465-0025 名古屋市名東区上社２－６９ 名東区

医科 加藤内科胃腸科クリニック 加藤  哲夫 052-709-7717 052-709-7718 465-0093 名古屋市名東区一社２－５ ＴＨＥ ＱＯＬ ２階 名東区

医科 若葉台クリニック 鈴木　正利 052-777-2888 052-775-8679 465-0015 名古屋市名東区若葉台５０２ 若葉台ビル１Ｆ 名東区

医科 安井クリニック 安井  保 052-701-1176 052-701-5883 465-0087 名古屋市名東区本通４－２６ 名東区

医科 都筑内科クリニック 都筑　信介 052-760-9981 052-760-7749 465-0035 名古屋市名東区豊が丘１８０１ 名東区

医科 今井内科胃腸科クリニック 今井　英人 052-771-3322 052-777-4422 465-0097 名古屋市名東区平和が丘５－２７ 名東区

医科 高島眼科 高島　みすず 052-769-3161 052-769-3162 465-0025 名古屋市名東区上社１－６０７ 名東区

医科 伊藤耳鼻咽喉科名東診療所 伊藤　晴夫 052-777-3387 052-776-6676 465-0008 名古屋市名東区猪子石原３－８１１ 名東区

医科 長坂こどもクリニック 長坂　正人 052-701-5800 052-701-6680 465-0087 名古屋市名東区名東本通３－４８－１ 名東区

医科 虹ヶ丘クリニック 寺尾　統彦 052-782-7006 052-782-6003 465-0077 名古屋市名東区植園町１－２ 名東区

医科 小林内科クリニック 小林　秀夫 052-760-8008 052-760-8007 465-0005 名古屋市名東区香流３－１０１５ 名東区

医科 関山医院 関山　聡史 052-772-8876 052-772-8854 465-0013 名古屋市名東区社口１－１０１４ 名東区

医科 TASUKI循環器内科と心臓リハビリの高針クリニック 塩井　健介 052-703-7070 052-703-7050 465-0061 名古屋市名東区高針１－１５２５ 名東区

医科 木村病院 堀米　秀夫 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通２丁目２２－１ 名東区

医科 きふねこどもクリニック 露木  ますみ 052-701-1088 052-701-1718 465-0055 名古屋市名東区勢子坊１－１４０３ 名東区

医科 はせがわ内科医院 長谷川  祐 052-772-0234 052-772-0019 465-0032 名古屋市名東区藤ヶ丘１０７ 名東区

医科 はやの耳鼻咽喉科 早野　嘉晃 052-777-1187 052-777-8741 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘４４ 名東区

医科 よもぎクリニック 水谷  宏 052-777-2881 052-777-2218 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台１－２０４－１ 名東区

医科 竹内内科 竹内  東洋 052-771-6021 052-771-6210 465-0024 名古屋市名東区本郷２－８９ 名東区

医科 いだか台クリニック 遠山 道宣 052-760-0701 052-760-0703 465-0028 名古屋市名東区猪高台２－４１０－２ 名東区

医科 すみた整形外科リウマチクリニック 住田  秀介 052-760-7760 052-760-7761 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１５ 一社メディカルステーションＢＬＤ２Ｆ 名東区



 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

医科 やすかわクリニック 安川  龍也 052-760-7300 052-760-7311 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１５ 一社メディカルステーションＢＬＤ１Ｆ 名東区

医科 星ヶ丘クリニック 河原崎　富強 052-709-6855 052-709-6856 465-0084 名古屋市名東区西里町５－３５ 名東区

医科 くずやクリニック 葛谷　和夫 052-769-0007 052-769-0008 465-0024 名古屋市名東区本郷２－９４－１ みふくビル２Ｆ 名東区

医科 照が丘クリニック 舩橋　克明 052-772-5131 052-773-0902 465-0042 名古屋市名東区照が丘６１ 名東区

医科 おおくまクリニック 大熊  攻 052-778-6680 052-778-6685 465-0023 名古屋市名東区石が根町８７ 名東区

医科 前田医院 前田　憲希 052-703-3000 052-703-3148 465-0065 名古屋市名東区梅森坂３－５２０１ 名東区

医科 みうら内科クリニック 三浦　義孝 052-703-8817 052-703-8816 465-0094 名古屋市名東区亀の井２－１８０ 名東区

医科 木村病院 中島　晶 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通２丁目２２－１ 名東区

医科 にじが丘皮ふ科形成外科 宮下　哲 052-602-4864 052-602-4865 465-0086 名古屋市名東区代万町３－１１－１ エイジトピア星ヶ丘ビル２Ｆ 名東区

医科 かきぬま整形外科 柿沼　工 052-701-6801 052-734-6130 465-0086 名古屋市名東区代万町３－１１－１ エイジトピア星ヶ丘ドクターズビル１Ｆ 名東区

医科 東名ふじもりクリニック 永谷　一彦 052-773-1010 052-773-1507 465-0026 名古屋市名東区藤森２－２３７ 名東区

医科 加藤クリニック 加藤　正子 052-703-1271 052-703-2803 465-0063 名古屋市名東区新宿２－２９０ 名東区

医科 高針台整形外科クリニック 古山　誠也 052-709-2233 052-709-6677 465-0054 名古屋市名東区高針台２－１０３－４ 名東区

医科 けやき内科 加藤　景介 052-774-2002 052-774-2220 465-0008 名古屋市名東区猪子石原１－２００２ 名東区

医科 よもぎ台皮フ科クリニック 中瀬古　裕乃 052-771-1123 052-760-1521 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台３－１２０２ 名東区

医科 西山クリニック 西山　仁 052-771-1600 052-771-1662 465-0025 名古屋市名東区上社１－７０４ 名東区

医科 西山団地内科胃腸科 後藤　花子 052-701-1121 465-0084 名古屋市名東区西里町１－３６ 名東区

医科 本郷眼科 高柳　泰世 052-771-9136 052-771-9136 465-0024 名古屋市名東区本郷２－８３ 名東区

医科 川村小児科 星野　真貴子 052-777-0776 052-777-0732 465-0025 名古屋市名東区上社２-４２-１ 名東区

医科 明徳クリニック 大井　浄 052-769-7200 052-769-7201 465-0021 名古屋市名東区猪野石３－１２１４－１ 名東区

医科 田中整形外科クリニック 田中　敏嗣 052-772-7800 052-772-0057 465-0004 名古屋市名東区香南２－１３１４ 名東区

医科 トータルサポートクリニック 小倉　行雄 052-760-2590 052-760-2591 465-0002 名古屋市名東区引山２－１１０ 豊年屋貸店舗ＳＴ－６ 名東区

医科 メイトウホスピタル 加藤　公彦 052-701-7000 052-702-2464 465-0025 名古屋市名東区上社３-１９１１ 名東区

医科 深見眼科 深見　久紀 052-702-0788 052-702-0578 465-0054 名古屋市名東区高針台３-１０２０ 名東区

医科 奈倉レディースクリニック 奈倉　信寛 052-777-0111 052-777-0451 465-0017 名古屋市名東区つつじが丘７１２ 名東区

医科 こだまクリニック 児玉　充央 052-705-0550 052-705-0559 465-0053 名古屋市名東区極楽１－１ 名東区

医科 たかぎクリニック 高木　英樹 052-774-5552 052-774-5553 465-0023 名古屋市名東区石が根町９８ 丸八ビル１階 名東区

医科 まじま眼科 杉野　太郎 052-776-7511 052-776-7513 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１４１番地 藤ヶ丘駅前ビル２Ｆ 名東区

医科 ふじさわ耳鼻咽喉科 藤澤　利行 052-760-0008 052-760-0022 465-0097 名古屋市名東区平和が丘２丁目２１２番 名東区

医科 若月こどもとアレルギーのクリニック 若月　準 052-788-7581 052-788-7580 465-0069 名古屋市名東区高針荒田１９０１ 名東区

医科 いはら内科外科クリニック 伊原　直隆 052-773-0021 052-773-0031 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台二丁目６１６番 名東区

医科 木村病院 門司　貴文 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通２丁目２２－１ 名東区

医科 すぎやま病院 杉山　良太 052-774-8222 052-774-8360 465-0092 名古屋市名東区社台三丁目１０番地 名東区

医科 あいこ女性クリニック 牧野　亜衣子 052-777-8080 052-777-8081 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台２－９０４ 名東区

医科 さいとう整形外科リウマチ科 齋藤　究 052-776-3110 052-776-3112 465-0097 名古屋市名東区平和が丘１－１０ 名東区

医科 なごや東在宅ケアクリニック 大江　公晴 052-783-7581 052-783-7582 465-0077 名古屋市名東区植園町３－１８ 名東区

医科 さとう耳鼻咽喉科 佐藤　正博 052-702-3033 052-702-3033 465-0068 名古屋市名東区牧の里１－１３１０ 名東区

医科 ひだまりクリニック 滝　文孝 052-776-7900 052-776-7901 465-0015 名古屋市名東区若葉台７０７番地 名東区

医科 猪子石ファミリークリニック 安積　秀和 052-777-0078 052-777-0078 465-0004 名古屋市名東区香南１丁目２１１ 名東区

医科 はなみずきクリニック 木村　行雄 052-773-4100 052-773-4115 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘２５－２ 藤が丘メディカルステーション１Ｆ 名東区

医科 しんじょうアイクリニック 新城　ゆかり 052-760-5100 052-771-2112 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１５ 一社メディカルステーション３F 名東区

医科 星のまちクリニック 安田　隆弘 052-709-3301 052-709-3302 465-0072 名古屋市名東区牧の原３－３０１ 名東区

医科 一社アレルギー科･こどもクリニック 鳥居　明子 052-705-4122 052-705-4188 465-0093 名古屋市名東区一社二丁目８７ プラザ・タマ１Ｆ 名東区

医科 上社眼科 伊藤　理恵 052-773-7734 052-773-7776 465-0025 名古屋市名東区上社二丁目３番１ 名東区

医科 名東眼科 中村　英樹 052-703-3711 052-703-3712 465-0094 名古屋市名東区亀の井１－２１４－２ 名東区

医科 ながた内科クリニック 永田　威 052-703-3773 052-703-3772 465-0094 名古屋市名東区亀の井１－２１４－２ 名東区

医科 芽ぐみ皮フ科 渡邉　幸恵 052-773-6336 052-773-6355 465-0033 名古屋市名東区明が丘４８ Ｍステージ藤が丘２Ｆ 名東区

医科 やまがみ整形外科腰痛クリニック 山上　貴也 052-769-5577 052-769-5578 465-0014 名古屋市名東区上菅２-１２０１-１ 名東区

医科 メイトウホスピタル 本田　圭祐 052-701-7000 052-702-2464 465-0025 名古屋市名東区上社３－１９１１ 名東区

医科 押谷皮膚科 押谷　佳美 052-772-8555 052-772-8555 465-0024 名古屋市名東区本郷２－６３ ザ・ウィングス２Ｆ 名東区

医科 わたべ耳鼻咽喉科 渡部　啓孝 052-753-7336 052-753-7327 465-0057 名古屋市名東区陸前町３３０８－２ グレイス伸和１Ｆ 名東区

医科 北川内科 北川　渡 052-774-1833 052-772-7067 465-0037 名古屋市名東区藤香町１４ 名東区

医科 藤が丘オーキッドファミリークリニック 伊藤　祐一 052-768-5331 052-308-3592 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１４３ 藤が丘公団１号棟２Ｆ 名東区

歯科 平和ケ丘歯科クリニック 加藤  聡 052-771-6911 052-771-6911 465-0097 名古屋市名東区平和ケ丘２－１２７ 名東区
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歯科 棚瀬歯科医院 棚瀬  裕明 052-701-0648 052-701-0648 465-0084 名古屋市名東区西里町１－２６ 名東区

歯科 本郷歯診療所 中野  健一 052-774-2627 052-774-2651 465-0024 名古屋市名東区本郷２－１１５ 名東区

歯科 伊澤歯科医院 伊澤  彰郎 052-775-2037 052-775-2037 465-0042 名古屋市名東区照ヶ丘２５番地 名東区

歯科 伊藤歯科医院 伊藤  利明 052-775-0321 052-775-0324 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１４２－４ 名東区

歯科 愛健歯科医院 阿部  博行 052-771-3101 052-771-3102 465-0095 名古屋市名東区高社１－２０７ 名東区

歯科 阿部歯科 阿部  正晴 052-702-0202 052-702-0236 465-0055 名古屋市名東区勢子坊２－１０３ 名東区

歯科 あらき小児歯科 荒木  優 052-776-2518 052-776-2518 465-0032 名古屋市名東区藤ケ丘１２８ リ－ブル藤ケ丘２階 名東区

歯科 飯田歯科 飯田  麻佐生 052-704-4560 052-703-7676 465-0065 名古屋市名東区梅森坂２－１０９ 梅森坂マンション１階 名東区

歯科 西山歯科 岩瀬  正美 052-703-5225 052-703-5225 465-0086 名古屋市名東区代万町１－９５ 名東区

歯科 うおずみ歯科医院 魚住  佳隆 052-779-4618 052-779-4488 465-0036 名古屋市名東区藤里町１８０１－１ 名東区

歯科 おくむら歯科医院 奥村  光雄 052-772-0063 052-772-0063 465-0005 名古屋市名東区香流１－８１８－１ 名東区

歯科 加藤歯科 加藤  謙治 052-704-1182 052-704-1182 465-0054 名古屋市名東区高針台２－４０３ 名東区

歯科 東名歯科クリニック 加藤  稔教 052-760-0011 052-760-0012 465-0013 名古屋市名東区社口１－５１１ 名東区

歯科 加藤歯科医院 加藤  弘文 052-701-1010 052-701-1010 465-0072 名古屋市名東区牧の原２－５０１ 名東区

歯科 金平歯科医院 金平  正三 052-776-3878 052-776-3878 465-0015 名古屋市名東区若葉台９１１ 名東区

歯科 川瀬歯科 川瀬  光一 052-773-2000 052-773-2000 465-0013 名古屋市名東区社口２－１２０１ 名東区

歯科 キタムラ歯科 北村  公一 052-774-8211 052-774-8120 465-0025 名古屋市名東区上社１－１３０４ 名東区

歯科 こうさか歯科 高阪  敏明 052-704-0462 052-704-0462 465-0057 名古屋市名東区陸前町３３０８－２ グレイス伸和１階 名東区

歯科 アイ歯科 小瀬木  義彦 052-774-7708 052-777-9410 465-0036 名古屋市名東区藤里町８ 東武マンション２階 名東区

歯科 さかえ歯科医院 榮  祥宏 052-703-1180 052-703-1180 465-0058 名古屋市名東区貴船２－６０５ ソノワール本郷１階 名東区

歯科 しま歯科 嶋  隆義 052-771-2602 052-771-2602 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１４１ 藤が丘駅前ビル４階 名東区

歯科 すぎうら歯科 杉浦  定文 052-701-5560 052-701-5520 465-0061 名古屋市名東区高針１－１７１１ 名東区

歯科 鈴木歯科 鈴木  智郎 052-775-6624 052-775-6627 465-0033 名古屋市名東区明が丘７３－４ 名東区

歯科 鈴木歯科 鈴木  郁三 052-772-8131 052-772-8131 465-0003 名古屋市名東区延珠町１３１０ 名東区

歯科 高柳歯科医院 高柳  一三 052-771-1191 052-775-6800 465-0026 名古屋市名東区藤森２－６２ 名東区

歯科 竹村歯科医院 竹村  嘉明 052-701-4938 052-703-2688 465-0025 名古屋市名東区上社３－１２０３ 名東区

歯科 タナカ歯科 田中  孝宣 052-704-3221 052-704-3221 465-0068 名古屋市名東区牧の里１－１４０８ 名東区

歯科 高針歯科 都島  誠一 052-701-0031 052-701-0761 465-0061 名古屋市名東区高針２－２４１０ グレース高針２階 名東区

歯科 坪井歯科医院 坪井  和義 052-846-9293 052-703-0232 465-0063 名古屋市名東区新宿２－２２３ 名東区

歯科 寺倉歯科クリニック 寺倉  健 052-771-9991 052-771-9994 465-0012 名古屋市名東区文教台１－１４１７ 名東区

歯科 東浦歯科 東浦  司 052-776-8771 052-775-3066 465-0008 名古屋市名東区猪高町猪子石原３-２０１ サンティビル１階 名東区

歯科 加藤歯科医院 西村  助吉 052-702-2964 052-775-2740 465-0093 名古屋市名東区一社４－１９９ 名東区

歯科 一社歯科クリニック 丹羽  太一 052-774-4582 052-774-4587 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１０ 名東区

歯科 原田歯科医院 原田  徹也 052-774-7540 052-774-7540 465-0011 名古屋市名東区山の手３－１０５－１ シャトル山手２階 名東区

歯科 孝友歯科 廣瀬  孝基 052-702-0113 052-702-0238 465-0093 名古屋市名東区貴船３丁目１１０８ 名東区

歯科 福澤歯科 福澤  富士雄 052-774-1723 052-774-1723 465-0097 名古屋市名東区平和が丘４－２７１ 名東区

歯科 福山ファミリー歯科クリニック 福山  文子 052-704-8080 052-704-8094 465-0094 名古屋市名東区亀の井２－２３０ 名東区

歯科 松岡歯科クリニック 松岡  浩司 052-782-0158 052-789-0046 465-0085 名古屋市名東区西山本通２－１２ 名東区

歯科 松岡歯科クリニック 松岡  昭二 052-782-0158 052-789-0046 465-0085 名古屋市名東区西山本通２－１２ 名東区

歯科 まるち矯正歯科 丸地　宣隆 052-778-0234 052-778-0234 465-0033 名古屋市名東区明が丘１１３ サン季世２０３ 名東区

歯科 水野歯科 水野　伸彦 052-702-4001 052-702-4541 465-0055 名古屋市名東区勢子坊１丁目５１０番地 名東区

歯科 水野歯科クリニック 水野　幹生 052-772-1182 052-772-1182 465-0097 名古屋市名東区平和が丘２－２３１ ヒルズ平和が丘１階 名東区

歯科 藤森やすだ歯科 安田　光良 052-777-8811 052-777-8182 465-0026 名古屋市名東区藤森２－１９０ 名東区

歯科 渡辺歯科医院 渡辺　正臣 052-702-1800 052-704-5621 465-0094 名古屋市名東区亀の井１丁目１３２番地 名東区

歯科 猪子石歯科医院 渡辺　祐治 052-772-2227 052-773-5639 465-0011 名古屋市名東区山の手１丁目８１６ 名東区

歯科 薗田歯科医院 薗田　順 052-777-4180 465-0092 名古屋市名東区社台２丁目１２８ ファーストアーバニア内 名東区

歯科 名東歯科 鬼頭　政勝 052-775-2353 052-775-2354 465-0024 名古屋市名東区本郷２－６６－３ 名東区

歯科 青山歯科医院 青山　洋三 052-775-0465 052-775-0876 465-0005 名古屋市名東区香流１－１５０９ ロイヤル香流 名東区

歯科 タカギ歯科 高木　芳彦 052-776-0008 052-771-3470 465-0002 名古屋市名東区引山２－７１９ 名東区

歯科 須賀歯科医院 須賀　康夫 052-701-4345 052-701-4347 465-0081 名古屋市名東区高間町１５３ 名東区

歯科 社口歯科クリニック 飯田  啓人 052-779-8665 052-779-8667 465-0013 名古屋市名東区社口１－９０１－１ 名東区

歯科 香流歯科医院 吉本　光一郎 052-777-3232 052-777-3236 465-0008 名古屋市名東区猪子石原３－８０１ 名東区

歯科 つかさデンタルクリニック 安部　司 052-777-9988 052-777-9966 465-0008 名古屋市名東区猪子石原３－２００２ 名東区

歯科 滝歯科医院 滝　慎吾 052-774-8181 052-774-8188 465-0028 名古屋市名東区猪高台2-316 名東区
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歯科 アベ歯科クリニック 阿部　恵子 052-702-5188 052-702-5180 465-0093 名古屋市名東区一社２－８８ 一社マサキビル８８－２０４ 名東区

歯科 ごくらく坂星野歯科 星野　啓 052-709-6480 052-709-6479 465-0053 名古屋市名東区極楽３－３１３ ティーズコート１Ｆ 名東区

歯科 青木歯科医院 青木　芳雄 052-775-3171 052-775-3171 465-0016 名古屋市名東区赤松台３１７ 名東区

歯科 瓜生歯科医院 瓜生　隆夫 052-773-9520 052-773-9972 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘１５５ 名東区

歯科 たかはた歯科 高畑　圭輔 052-778-8056 052-778-8057 465-0021 名古屋市名東区猪子石１－１０３ 名東区

歯科 たかぎ歯科医院 髙木　善寛 052-775-0075 052-775-0075 465-0025 名古屋市名東区上社１－９０２ 善高ビル２階 名東区

歯科 あさの歯科クリニック 浅野　惇太 052-734-4183 052-734-4274 465-0085 名古屋市名東区西山本通３－１４ 名東区

歯科 西山歯科 岩瀬　啓介 052-703-5225 052-703-5225 465-0086 名古屋市名東区代万町１丁目９５ 名東区

歯科 高針台デンタルオフィス 木村　祐紀 052-734-2061 052-734-2062 465-0061 名古屋市名東区高針４－２１１ ユニーブル高針１Ｆ 名東区

歯科 おか歯科クリニック 岡　徹 052-704-6200 052-704-6200 465-0064 名古屋市名東区大針２－４ 名東区

歯科 本郷ステーション歯科 石黒　周平 052-768-6365 052-768-6385 465-0024 名古屋市名東区本郷２－９４－１ みふくビル３Ｆ 名東区

歯科 すがファミリー歯科 須賀　貴行 052-726-3939 052-726-3939 465-0005 名古屋市名東区香流１－１１０９ 名東区

歯科 吉田歯科医院 吉田　正宣 052-775-3222 052-775-3222 465-0016 名古屋市名東区赤松台４０２ 名東区

歯科 よこち歯科・こども歯科 横地　孝則 052-775-8788 052-775-8789 465-0004 名古屋市名東区香南１－４２１ 名東区

歯科 水野歯科 渡辺　今日子 052-702-4001 052-702-4541 465-0055 名古屋市名東区勢子坊１－５１０ 名東区

歯科 加藤歯科 稲葉　秀機 052-771-0407 052-771-0407 465-0014 名古屋市名東区上菅２－７１７ 名東区

歯科 はちまえ歯科 布施　秀夫 052-777-0118 052-777-0117 465-0018 名古屋市名東区八前２－９０７ 八前ハイツ１Ｆ 名東区

歯科 はちまえ歯科 布施　小枝子 052-777-0118 052-777-0117 465-0018 名古屋市名東区八前２－９０７ 八前ハイツ１Ｆ 名東区

歯科 歯科 口腔外科 ＬＩＦＥ 重冨　直恵 052-715-5900 052-715-5901 465-0048 名古屋市名東区藤見が丘２５－２ 名東区

歯科 堀部デンタルクリニック 堀部　智進 052-703-2323 052-703-3033 465-0073 名古屋市名東区高針原２-１８０２ 名東区

歯科 一社歯科クリニック 丹羽　英之 052-774-4582 052-774-4587 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１０ シャングリラ一社１Ｆ 名東区

医科 名東区休日急病診療所 担当医 052-774-6631 052-776-7013 465-0027 名古屋市名東区丁田町３５ 名東区

医科 白楊クリニック（虹ヶ丘介護老人保健施設） 舘　祐二 052-300-3800 052-300-3801 465-0086 名古屋市名東区代万町３－１１－２ 名東区

歯科 イーストデンタルクリニック 夏山　恭子 052-709-7860 465-0086 名古屋市名東区代万町1-4 名東区

医科 平松クリニック 平松　拓弥 052-760-6023 052-760-6025 465-0015 名古屋市名東区茶葉台２０４ 名東区

医科 藤原医院 藤原　健太郎 052-771-7061 052-771-7061 465-0097 名古屋市名東区平和が丘１－３８ 名東区

医科 つつじが丘クリニック 臼井　真人 052-777-7111 052-777-7112 465-0017 名古屋市名東区つつじが丘６２１ 名東区

医科 引山クリニック 池田　かおり 052-737-5770 052-737-5772 465-0002 名古屋市名東区引山４－５０１ 名東区

医科 木村病院 木村　雅昭 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通2-22-1 名東区

医科 木村病院 西田　圭吾 052-781-1119 052-781-0119 465-0087 名古屋市名東区名東本通2-22-1 名東区

医科 TASUKI循環器内科と心臓リハビリの高針クリニック 竹中　真規 052-703-7070 052-703-7050 465-0061 名古屋市名東区高針1-1525 名東区

医科 かなれこどもクリニック 各務　美智子 052-760-1800 052-760-5656 465-0008 名古屋市名東区猪子石原1-208 名東区

医科 白楊クリニック 松前　秀和 052-300-3800 052-300-3801 465-0086 名古屋市名東区代万町3-11-2 名東区

歯科 ひなたこども歯科 南　留美子 052-439-6400 052-439-6401 465-0085 名古屋市名東区西山本通１－１４ 名東区

歯科 平針歯科クリニック 牛込　博義 052-802-0118 052-802-0118 468-0020 名古屋市天白区平針南2-406 天白区

医科 しおがま皮ふ科クリニック 仁上　律子 052-861-7041 052-861-7040 468-0073 名古屋市天白区塩釜口２－１１０５　 2F 天白区

医科 ごうホームクリニック 伊藤　剛 052-803-5005 052-803-5006 468-0015 名古屋市天白区原１－１４１０　 サンモール原１０３ 天白区

医科 天白橋内科内視鏡クリニック 野田　久嗣 052-808-7201 052-808-7208 468-0015 名古屋市天白区原１－１０２ 天白区

歯科 こいけ歯科クリニック 小池　譲 052-848-0081 052-848-0081 468-0011 名古屋市天白区平針2-1007 第1小島ビル1Ｆ 天白区

医科 並木病院 並木　一代 052-848-2000 052-848-2020 468-0013 名古屋市天白区荒池２－１１０１ 天白区

医科 介護老人保健施設メディコ平針 山本　勇夫 052-802-0023 052-806-2223 468-0013 名古屋市天白区荒池２－１２０１ 天白区

歯科 広瀬歯科 廣瀨　善隆 052-802-1182 052-802-1669 468-0056 名古屋市天白区島田３－６０２ 天白区

歯科 たかはしデンタルクリニック 髙橋　伸行 052-750-0473 052-750-0474 468-0045 名古屋市天白区野並３－４１５－１ グローリアン野並１F 天白区

医科 すみれ内視鏡クリニック 吉井　幸子 052-802-0330 052-802-0332 468-0015 名古屋市天白区原１－２００１ 旭ビル1Ａ 天白区

歯科 わくら歯科クリニック 藤井　和夫 052-802-6390 052-838-6397 468-0051 名古屋市天白区植田１－９０９ 天白区

医科 新生会第一病院 小川　洋史 052-808-2100 052-808-3242 468-0031 名古屋市天白区高宮町1302 天白区

医科 植田山クリニック 殿村　邦彦 052-835-3030 052-832-5515 468-0001 名古屋市天白区植田山四丁目２２２ 天白区

医科 平針団地診療所 杉野　律朗 052-801-4355 052-801-4355 468-0020 名古屋市天白区平針南１－２１４ 天白区

医科 江崎外科 江崎　優 052-803-2411 052-802-0346 468-0015 名古屋市天白区原二丁目２９０１ 天白区

医科 天白宮田クリニック 宮田　金泰 052-802-3311 052-802-3895 468-0008 名古屋市天白区一本松２－１１０２ 天白区

医科 星野皮膚科 星野　臣平 052-804-0120 052-805-2650 468-0015 名古屋市天白区原一丁目１８０２ 天白区

医科 こばやし耳鼻科 小林　孝誌 052-804-8833 052-804-8834 468-0052 名古屋市天白区井口一丁目１５１０ 天白区

医科 表山クリニック 魚住　義明 052-835-0281 052-831-8314 468-0069 名古屋市天白区表山一丁目１７６０ 天白区

医科 岩山小児科 岩山　精三 052-896-2080 468-0049 名古屋市天白区福池二丁目２４ 天白区
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医科 竹浦医院 竹浦　茂樹 052-896-7006 052-896-7034 468-0045 名古屋市天白区野並２－１９０ 天白区

医科 鈴木眼科医院 鈴木　直子 052-803-2277 052-848-3950 468-0056 名古屋市天白区島田二丁目８１１ 天白区

医科 にん内科 任　書煌 052-801-7110 052-802-6627 468-0058 名古屋市天白区植田西１－４０９　　　 天白区

医科 平針原クリニック 朽名　昌彦 052-804-0311 052-804-0311 468-0015 名古屋市天白区原三丁目８０３ 天白区

医科 医療法人 清水産婦人科 清水　喜代治 052-801-1666 052-806-0067 468-0058 名古屋市天白区植田西二丁目９０２ 天白区

医科 おにたけ整形外科 鬼武　義幹 052-803-2005 052-803-2029 468-0023 名古屋市天白区御前場町２５８ 天白区

医科 くつなこどもクリニック 朽名　文子 052-804-2500 052-804-2745 468-0015 名古屋市天白区原三丁目８０４ 天白区

医科 平針医院 水野　和子 052-801-2633 052-801-2637 468-0012 名古屋市天白区向が丘４-１０５ 天白区

医科 松川クリニック 松川　武規 052-801-0311 052-801-0896 468-0026 名古屋市天白区土原四丁目４０４ 天白区

医科 松川クリニック 松川　武平 052-801-0311 052-801-0896 468-0026 名古屋市天白区土原四丁目４０４ 天白区

医科 ゆうファミリアクリニック 山内　達司 052-801-1388 052-805-3888 468-0051 名古屋市天白区植田一丁目２１１６ ‘８８ｂｕｉｌｄｉｎｇ３階 天白区

医科 いさじ医院 伊佐治　文朗 052-835-1323 052-835-8021 468-0074 名古屋市天白区八幡山１４１３ 天白区

医科 おときき山泌尿器皮フ科 小川　忠 052-834-7002 052-834-7004 468-0067 名古屋市天白区池見二丁目２２９ 天白区

医科 松川クリニツク 松川　和平 052-801-0311 052-801-0896 468-0026 名古屋市天白区土原四丁目４０４ 天白区

医科 伊奈クリニック 伊奈　康孝 052-808-1717 052-808-1718 468-0011 名古屋市天白区平針三丁目１１１ 名東ビル２階 天白区

医科 木村耳鼻咽喉科 木村　利男 052-837-0758 052-837-3734 468-0066 名古屋市天白区元八事一丁目４３ 天白区

医科 はら眼科 伊藤　文子 052-805-3900 052-802-4836 468-0015 名古屋市天白区原一丁目１９１０ グランドメゾンサン原１階 天白区

医科 しまだ中央クリニック 井上　達 052-809-2561 052-809-2562 468-0041 名古屋市天白区保呂町１７０８－２ 天白区

医科 青木内科 青木　毅 052-836-5741 052-836-5751 468-0065 名古屋市天白区中砂町５３４ 天白区

医科 伊藤クリニック 伊藤　雅則 052-802-2383 052-802-2770 468-0055 名古屋市天白区池場三丁目１８２０ 天白区

医科 サクラクリニック 野田  泰永　　 052-801-3931 052-801-4017 468-0033 名古屋市天白区一ツ山２丁目６ 天白区

医科 松田内科クリニック 松田  良平 052-847-0330 052-847-0331 468-0009 名古屋市天白区元植田１－３００２ 天白区

医科 竹島クリニック 竹島　彰彦 052-805-8355 052-809-2106 468-0022 名古屋市天白区高島二丁目２６１１ 天白区

医科 てらしま医院 寺嶋  敏夫 052-805-8282 052-803-5521 468-0053 名古屋市天白区植田南３－１１１ エクセル植田１階 天白区

医科 浅野内科クリニック 浅野  正裕 052-804-5130 052-804-5184 468-0051 名古屋市天白区植田３－１３０３ 天白区

医科 八事病院 水谷  浩明 052-832-2111 052-861-1202 468-0073 名古屋市天白区塩釜口１－４０３ 天白区

医科 堀田皮膚科医院 堀田  亮子 052-803-8650 052-803-8650 468-0015 名古屋市天白区原５－１２０２ 天白区

医科 林皮膚科 林  至 052-836-1112 052-836-1112 468-0063 名古屋市天白区音聞山１６０３ 天白区

医科 伊奈クリニック 伊奈  幸子 052-808-1717 052-808-1718 468-0011 名古屋市天白区平針三丁目１１１ 名東ビル２階 天白区

医科 やまだ整形外科 山田  英嗣 052-800-1230 052-800-1231 468-0013 名古屋市天白区荒池２－１６０７ 天白区

医科 八事レディースクリニック 稗田  茂雄 052-834-1060 052-834-1143 468-0063 名古屋市天白区音聞山８１０ 天白区

医科 安江内科クリニック 安江  直二 052-848-1788 052-848-1770 468-0024 名古屋市天白区大根町３７０ 天白区

医科 もとくら眼科 元倉  智博 052-808-0806 052-808-7861 468-0051 名古屋市天白区植田１－８０８－１ 天白区

医科 ばんの耳鼻咽喉科・小児科 伴野  喜国 052-802-6465 468-0012 名古屋市天白区向が丘２－１３１０ 天白区

医科 さもとクリニック 佐本  哲男 052-800-3006 052-800-3007 468-0014 名古屋市天白区中平３－２０１０ 天白区

医科 宇井こどもクリニック 宇井  利夫 052-800-3155 052-800-3156 468-0012 名古屋市天白区向ヶ丘２－１２０５－１ 天白区

医科 酒井皮ふ科 酒井  良憲 052-800-3600 052-800-3601 468-0022 名古屋市天白区高島２－１８０７ 天白区

医科 田森整形外科 田森  圭一 052-800-5550 052-800-5551 468-0056 名古屋市天白区島田１－１１１７ 天白区

医科 あいち診療所野並 畑  恒土 052-895-6637 052-895-1200 468-0049 名古屋市天白区福池２－３３０－２ 天白区

医科 ひろせ内科脳神経クリニック 廣瀬  善清 052-801-5400 052-803-5419 468-0056 名古屋市天白区島田３－６０２ 天白区

医科 元八事整形外科・形成外科 長谷川  守正 052-839-0550 052-839-0551 468-0066 名古屋市天白区元八事１－２４２ 天白区

医科 高木皮フ科 高木  茂 052-804-5222 052-804-5201 468-0009 名古屋市天白区元植田１－３００２ 天白区

医科 これちか内科クリニック 尾形  惟愛 052-899-0880 052-899-0881 468-0045 名古屋市天白区野並３－４２２ 天白区

医科 竹浦医院 竹浦  八千代 052-896-7006 052-896-7034 468-0045 名古屋市天白区野並２－１９０ 天白区

医科 久方クリニック 鈴木  理 052-806-1500 052-802-5235 468-0034 名古屋市天白区久方２－８ 天白区

医科 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 佐井  雄一 052-847-5110 052-847-5122 468-0011 名古屋市天白区平針２－１９０６ ＫＭビル２階 天白区

医科 一ツ山クリニック 古川　剛 052-805-3611 052-805-3612 468-0038 名古屋市天白区山根町３３３ 天白区

医科 うえだ耳鼻科クリニック 近藤　清隆 052-800-3314 052-800-3319 468-0009 名古屋市天白区元植田２－２４０８－１ 天白区

医科 竹下クリニック 竹下　健也 052-831-1558 052-831-1562 468-0067 名古屋市天白区池見２－２３６ 天白区

医科 掛川クリニック 掛川　喜生 052-861-7801 052-861-7802 468-0061 名古屋市天白区八事天道９１７－３ 天白区

医科 竹内外科内科クリニック 竹内　啓 052-802-7613 052-802-7614 468-0026 名古屋市天白区土原４－６２７ 天白区

医科 くずしまクリニック 葛島　達也 052-802-0111 052-802-0112 468-0015 名古屋市天白区原４－１９０３ 天白区

医科 クリニックそれいゆ 玉山　昌徳 052-802-6111 052-802-6166 468-0026 名古屋市天白区土原１－１６９ 天白区

医科 のなみ眼科 森　佳月子 052-892-3411 052-892-3211 468-0046 名古屋市天白区古川町９１ 天白区
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医科 たけうち心療内科 竹内　聡 052-806-0155 052-806-0188 468-0051 名古屋市天白区植田３－１５１８ クロックタワー植田１Ｆ 天白区

医科 さのすこやかクリニック 佐野　洋史 052-800-7755 052-800-7785 468-0009 名古屋市天白区元植田２－１６０１ 天白区

医科 伊藤整形外科 伊藤  隆安 052-802-2811 052-805-5766 468-0053 名古屋市天白区植田南３－８１２ 天白区

医科 表山クリニック 魚住　君枝子 052-835-0281 052-831-8314 468-0069 名古屋市天白区表山１－１７６０ 天白区

医科 ごとう内科クリニック 後藤　邦彦 052-893-0510 052-893-0515 468-0049 名古屋市天白区福池２－２９１ 天白区

医科 さとう内科循環器内科クリニック 佐藤　昭彦 052-800-8100 052-800-3151 468-0015 名古屋市天白区原２－８０５ 天白区

医科 イルマーレレディースクリニック 松浦　聖睦 052-801-5252 052-801-6699 468-0056 名古屋市天白区島田４-２９０４ 天白区

医科 井澤眼科 井澤　智広 052-806-5588 052-806-5510 468-0002 名古屋市天白区焼山２－４２３ 天白区

医科 あだちクリニック 安達　啓 052-831-9762 052-833-3200 468-0077 名古屋市天白区八事山２２０ 天白区

医科 せんだ・クリニック 千田　憲一 052-847-2022 052-847-2055 468-0009 名古屋市天白区元植田２－２３１４－１ 天白区

医科 しおがま眼科クリニック 仁上　靖 052-835-7700 052-835-7755 468-0073 名古屋市天白区塩釜口２－１１０５ 天白区

医科 とんぼヶ丘クリニック 神部　佳子 052-803-1233 052-803-1873 468-0030 名古屋市天白区平針台１－４０９－２ 天白区

医科 ＭＡクリニック 小林　正径 052-809-2210 052-809-2230 468-0002 名古屋市天白区焼山１－５０２－１ 天白区

医科 あんどうこどもクリニック 安藤　嘉浩 052-800-2400 052-800-2402 468-0030 名古屋市天白区平針台１－１０１３ 天白区

医科 おばた産婦人科クリニック 小畑　直子 052-875-7569 052-875-7529 468-0013 名古屋市天白区荒池２－３３０６ 天白区

医科 のなみ心療クリニック 奥田　幸子 052-938-5561 052-938-5561 468-0006 名古屋市天白区野並２－４４０ 野並ビル４Ｆ 天白区

医科 あおきクリニック 青木　茂 052-837-7555 052-908-9896 468-0001 名古屋市天白区植田山５－１２６－１ 天白区

医科 太田内科クリニック 太田　隆之 052-801-3955 052-806-8184 468-0012 名古屋市天白区向が丘２－１４０７ 天白区

医科 介護老人保健施設　リハビリス井の森 錦見　美穂 052-899-5588 052-899-5589 468-0047 名古屋市天白区井の森町１８ 天白区

医科 はっとり耳鼻咽喉科 服部　寛一 052-899-3314 052-892-3334 468-0045 名古屋市天白区野並２－４４０ 天白区

医科 かがみ整形外科・外科 鏡味　毅 052-895-8175 052-892-6330 468-0047 名古屋市天白区井ノ森町２０１ 天白区

医科 おおみ内科 大見　仁斉 052-803-0031 052-803-0032 468-0020 名古屋市天白区平針南４-１２０２ 天白区

医科 しばた整形外科 柴田　正人 052-800-1200 052-800-1201 468-0002 名古屋市天白区焼山２－１２０６ 天白区

医科 平針医院 水野　謙司 052-801-2633 052-801-2637 468-0012 名古屋市天白区向が丘４-１０５ 天白区

医科 あいち診療所野並 岡崎　嘉樹 052-895-6637 052-895-1200 468-0049 名古屋市天白区福池二丁目３３０－２ 天白区

医科 糖尿病内分泌内科クリニックＴＯＳＡＫＩ 戸崎　貴博 052-800-2333 052-800-2332 468-0009 名古屋市天白区元植田二丁目１００７ 天白区

医科 八事ホームケアクリニック 尾山　卓 052-832-5133 052-848-9554 468-0069 名古屋市天白区表山二丁目２４０４ ナトゥーラ八事１Ｆ 天白区

医科 植田西クリニック 清水　剛 052-680-7220 052-680-7221 468-0058 名古屋市天白区植田西２－８０４ 天白区

医科 ないとう腎・泌尿器科クリニック 内藤　和彦 052-803-7110 052-803-7120 468-0009 名古屋市天白区元植田２丁目３０４番１ 天白区

医科 おかもとファミリークリニック 岡本　哲 052-806-4800 052-806-4801 468-0055 名古屋市天白区池場３－５１７ 天白区

医科 植田こころのクリニック 大竹　啓史 052-800-0556 052-800-0557 468-0051 名古屋市天白区植田３－１７０４ 天白区

医科 にん内科　在宅医療部HeartCare 任　隆光 052-893-7577 052-893-7663 468-0058 名古屋市天白区植田西１－４０９ 天白区

医科 ばんのクリニック 坂野　閣紀 052-800-3066 052-800-3065 468-0028 名古屋市天白区島田黒石７１０－１ 天白区

医科 いなぐま整形外科クリニック 稲熊　雅彦 052-801-8181 052-801-8484 468-0055 名古屋市天白区池場３丁目１２１５ 天白区

医科 まえだ眼科 前田　真理子 052-918-2821 052-918-2822 468-0020 名古屋市天白区平針南４丁目１２０２ 天白区

医科 マーガレットクリニック 松尾　大志 052-838-6688 050-3737-1916 468-0011 名古屋市天白区平針１－１９０７ ほっと平針２Ｂ 天白区

医科 こうのすクリニック 日比野　祐介 052-800-1332 052-800-1333 468-0002 名古屋市天白区焼山２－２０６ 天白区

医科 すずき内科クリニック 鈴木　伸 052-806-7700 052-806-7701 468-0006 名古屋市天白区植田東三丁目１１０３番地 天白区

医科 平針団地診療所 杉野　茂生 052-801-4355 052-801-4355 468-0020 名古屋市天白区平針南１丁目２１４ 天白区

医科 介護老人保健施設　メディコ平針 荒木　聰 052-802-0023 052-806-2223 468-0013 名古屋市天白区荒池２-１２０１ 天白区

医科 竹浦医院 竹浦　千夏 052-896-7006 052-896-7034 468-0045 名古屋市天白区野並２－１９０ 天白区

医科 梅が丘内科とアレルギーのクリニック 芝﨑　正崇 052-800-4680 052-800-4688 468-0004 名古屋市天白区梅が丘５－２６０３ 天白区

医科 天白宮田クリニック 宮田　雅弘 052-802-3311 052-802-3895 468-0008 名古屋市天白区一本松２－１１０２ 天白区

医科 あいち診療所野並 野村　秀樹 052-895-6637 052-895-1200 468-0049 名古屋市天白区福池２－３３０－２ 天白区

医科 すずきクリニック耳鼻咽喉科 鈴木　洋平 052-806-3317 052-806-3330 468-0015 名古屋市天白区原４－８０２ 天白区

医科 はま内科・神経内科クリニック 濱　哲夫 052-800-2200 052-800-2201 468-0015 名古屋市天白区原１－４０９ 天白区

医科 はやたクリニック 早田　篤司 052-838-5585 052-838-5596 468-0051 名古屋市天白区植田３－１６０３ 名鉄交通植田ビル１Ｆ 天白区

医科 くりた内科クリニック 栗田　章由 052-848-7300 468-0066 名古屋市天白区元八事４－８４ 天白区

医科 おにたけ整形外科 鬼武　宏行 052-803-2005 052-803-2029 468-0023 名古屋市天白区御前場町２５８ 天白区

医科 関谷平針メンタルクリニック 関谷　紫 052-806-7910 052-806-7910 468-0011 名古屋市天白区平針２－１９０６ ＫＭビル３Ｆ　Ｂ号室 天白区

医科 はせがわクリニック 内科・消化器内科・皮膚科 長谷川　俊之 052-800-3711 052-800-3710 468-0031 名古屋市天白区高宮町１３０８ 天白区

医科 みずたに眼科 水谷　武史 052-803-3030 052-803-3031 468-0031 名古屋市天白区高宮町１３０８ 天白区

医科 やすまゆファミリークリニック 岸本　磨由子 052-800-1211 052-800-1217 468-0022 名古屋市天白区高島１－２０４ 天白区

医科 やすまゆファミリークリニック 岸本　泰明 052-800-1211 052-800-1217 468-0022 名古屋市天白区高島１－２０４ 天白区
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医科 東樹会病院 近藤　寛樹 052-802-1101 052-802-7311 468-0015 名古屋市天白区原１－１３０７ 天白区

歯科 青山歯科医院 青山  昇市 052-805-8148 052-805-8018 468-0015 名古屋市天白区原４丁目１５０１番地 ＳＭＹ８８原１Ｂ 天白区

歯科 すすむ歯科クリニック 近藤  晋 052-802-3366 052-802-3366 468-0009 名古屋市天白区元植田１－３００７－１ 天白区

歯科 いとう歯科 伊藤  彰 052-833-6482 052-833-6482 468-0073 名古屋市天白区塩釜口１－７１２ 天白区

歯科 久野歯科 久野  正博 052-834-6464 052-880-2435 468-0075 名古屋市天白区御幸山２１１８ 天白区

歯科 クロダ歯科 黒田  俊幸 052-892-8760 052-892-8760 468-0035 名古屋市天白区境根町１５０番地 天白区

歯科 きとう歯科医院 鬼頭  教武 052-804-0011 052-804-0028 468-0026 名古屋市天白区土原４丁目８３７番地 天白区

歯科 元八事歯科 近藤  康之 052-835-7000 052-831-7733 468-0066 名古屋市天白区元八事３－１１２ 天白区

歯科 志賀デンタルクリニック 志賀  寿 052-805-1811 052-805-1812 468-0014 名古屋市天白区中平２－４０１－７ 天白区

歯科 はたの歯科 波多野  傑 052-805-2277 052-805-2277 468-0005 名古屋市天白区焼山２丁目４１９ 天白区

歯科 藤谷歯科 藤谷  良幸 052-804-0118 052-804-0234 468-0051 名古屋市天白区植田３丁目７１１番地 天白区

歯科 ほりえこども歯科クリニック 堀江  保男 052-892-0841 052-880-5585 468-0836 名古屋市天白区相川２-５１ 天白区

歯科 まき歯科医院 牧  弥寿夫 052-806-4182 052-806-4170 468-0055 名古屋市天白区池場２丁目５０３番地 天白区

歯科 まぶち歯科 馬渕  真 052-806-6480 052-806-6480 468-0011 名古屋市天白区平針２丁目１４０６ エスポワール平針２階 天白区

歯科 島田橋歯科 水谷  清 052-832-3456 052-833-4871 468-0066 名古屋市天白区元八事２丁目１１０番地 天白区

歯科 山本歯科医院 山本  省三 052-801-5285 052-801-5285 468-0024 名古屋市天白区大根町１ 天白区

歯科 坂口歯科医院 坂口  亘弘 052-803-3510 052-801-7080 468-0023 名古屋市天白区御前場町１１１ 天白区

歯科 スピック歯科クリニック 山田  英史 052-805-0811 052-805-9680 468-0042 名古屋市天白区海老山町１６０５ 天白区

歯科 長谷川歯科 長谷川  武史 052-896-7744 052-896-7744 468-0049 名古屋市天白区福池１－３０９ パテオ野並１階 天白区

歯科 てんぱく歯科 小出  良樹 052-803-8118 052-804-5250 468-0015 名古屋市天白区原１丁目１４１１番地 天白区

歯科 近藤歯科医院 近藤  俊彦 052-801-1601 052-801-1699 468-0015 名古屋市天白区原１丁目２３０１番地 天白区

歯科 わくら歯科クリニック 藤井  昇 052-802-6390 052-838-6397 468-0051 名古屋市天白区植田１－９０９ 天白区

歯科 神谷歯科医院 神谷  立男 052-804-1616 052-804-2817 468-0015 名古屋市天白区原５丁目１３１０ シャトール原 天白区

歯科 コンドウ歯科 近藤  喜一郎 052-801-8148 052-803-9782 468-0023 名古屋市天白区御前場町２ 天白区

歯科 木下歯科 木下  昭浩 052-804-8211 052-804-8250 468-0039 名古屋市天白区西入町１５８ 天白区

歯科 松尾歯科医院 松尾  学 052-831-9965 052-831-0711 468-0065 名古屋市天白区中砂町２５ 天白区

歯科 てらお矯正歯科 寺尾  牧 052-803-4877 052-846-8277 468-0051 名古屋市天白区植田１丁目１３１５ スカイビル植田２Ｆ西 天白区

歯科 セントラル歯科室野並 玉田  康明 052-895-8143 052-895-8144 468-0045 名古屋市天白区野並３丁目２３５ サンモホル井田野並２階 天白区

歯科 わたなべ歯科 渡辺  久郎 052-803-6480 052-803-6480 468-0055 名古屋市天白区池場３－１２０８ 天白区

歯科 野瀬歯科医院 野瀬  学 052-833-4155 052-835-0155 468-0067 名古屋市天白区池見１丁目６１番地 天白区

歯科 ぜんなみ歯科クリニック 全並  均 052-891-4418 052-891-4440 468-0045 名古屋市天白区野並３－４３５ 天白区

歯科 寺島歯科医院 寺島  良治 052-896-3321 052-896-3321 468-0049 名古屋市天白区福地１－２４５ 天白区

歯科 ささ歯科クリニック 佐々  公人 052-801-2727 052-801-2727 468-0015 名古屋市天白区原１丁目１５０１－２ 天白区

歯科 ホリベ歯科 堀部  正仁 052-802-1880 052-802-1880 468-0008 名古屋市天白区一本松２丁目５０４番地 天白区

歯科 青木歯科医院 青木  宏道 052-895-4700 052-892-2140 468-0045 名古屋市天白区野並４－２５０ 天白区

歯科 島田が丘歯科 篠田  一樹 052-802-4355 052-847-0250 468-0029 名古屋市天白区島田が丘４１３ 天白区

歯科 かとう歯科医院 加藤 武司 052-808-5858 468-0058 名古屋市天白区植田西１－９０６ 天白区

歯科 ひん矯正歯科クリニック 賓  広道 052-806-0656 052-806-0684 468-0011 名古屋市天白区平針３－１１５ メッセ平針２階 天白区

歯科 中平歯科クリニック 木造　博貴 052-808-0033 052-808-0032 468-0014 名古屋市天白区中平５－１２０１－１ 天白区

歯科 大岩歯科医院 大岩　洋久 052-835-8148 052-835-8148 468-0001 名古屋市天白区植田山４－２１３ 天白区

歯科 藤井歯科医院 藤井  芳朗 052-803-3343 052-805-5758 468-0058 名古屋市天白区植田西２－２１０９ 天白区

歯科 磯貝歯科医院 磯貝  昌彦 052-803-3500 052-803-8008 468-0022 名古屋市天白区高島２丁目１７０１-２ 天白区

歯科 飯野歯科 飯野  新太郎 052-804-5270 052-804-5270 468-0020 名古屋市天白区平針南３－４０１ 天白区

歯科 きらり歯科 浅野  龍之 052-800-5080 052-800-5080 468-0030 名古屋市天白区平針台１－１０１４ 天白区

歯科 小出歯科医院 小出  賢治 052-801-1881 052-801-1897 468-0056 名古屋市天白区島田４－２２０６ 天白区

歯科 むらせ歯科 村瀬　真哉 052-802-1108 052-802-3020 468-0011 名古屋市天白区平針３－２６１０ 天白区

歯科 やまだ矯正歯科 山田　晃弘 052-895-5500 052-895-5500 468-0045 名古屋市天白区野並３－４３７ パティオ野並Ⅱ１階 天白区

歯科 やざわ歯科 矢澤　隆宏 052-835-5200 052-835-5200 468-0073 名古屋市天白区塩釜口２－１５０１ フェイムズ１階 天白区

歯科 大橋歯科 大橋　弘征 052-835-0084 052-831-0084 468-0066 名古屋市天白区元八事１-１３０ 天白区

歯科 マキノ歯科 牧野　健司 052-837-4361 052-837-4361 468-0062 名古屋市天白区弥生が岡１２３ 天白区

歯科 歯科ナチュラル 小寺  晃雄 052-807-8282 052-807-8287 468-0009 名古屋市天白区元植田３－１５０５ 天白区

歯科 富士美歯科医院 加藤　鐘斗 052-804-1818 052-804-1212 468-0015 名古屋市天白区原１－４０５ 天白区

歯科 八事高島歯科医院 高島　剛 052-835-6480 052-835-6480 468-0061 名古屋市天白区八事天道１０２ オーエスビル１０１ 天白区

歯科 おおね歯科 中山　克紀 052-848-8148 052-848-8148 468-0024 名古屋市天白区大根町３９２ 天白区



 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

歯科 植田一本松歯科 浅井　崇文 052-680-8148 052-680-8158 468-0009 名古屋市天白区元植田１丁目７０３ 天白区

歯科 歯科医院たなか 田中　良成 052-837-1822 052-837-1823 468-0063 名古屋市天白区音聞山２０８ 天白区

歯科 木崎歯科醫院 木崎　創 052-808-4618 052-808-4617 468-0055 名古屋市天白区池場３丁目１９０４番 天白区

歯科 中井歯科クリニック 中井　雅人 052-877-0181 052-877-0193 468-0020 名古屋市天白区平針南４－３２９ 天白区

歯科 水野歯科クリニック 水野　良洋 052-800-6030 052-800-6031 468-0013 名古屋市天白区荒池１－１０２ 天白区

歯科 いちろう歯科 田中　一郎 052-800-2655 052-800-2656 468-0008 名古屋市天白区一本松２－１１０６ 天白区

歯科 松山ファミリー歯科 松山　清明 052-804-8203 052-804-8203 468-0053 名古屋市天白区植田南２－４１５ 天白区

歯科 岩見歯科医院 岩見　知広 052-803-3803 052-308-3861 468-0026 名古屋市天白区土原３－１２０２ 天白区

歯科 わたなべ歯科 渡辺　智久 052-803-6480 052-803-6480 468-0055 名古屋市天白区池場３－１２０８ 天白区

歯科 のぞみ歯科 近藤　薫 052-875-3173 052-875-3174 468-0051 名古屋市天白区植田３－１０９ アーストンビル１階東号室 天白区

歯科 浅井歯科クリニック 浅井　勉 052-837-2788 052-837-2339 468-0066 名古屋市天白区元八事４－２５７ 天白区

歯科 なごみの歯科 田口　克弥 052-802-0753 052-802-0757 468-0014 名古屋市天白区中平１－１５０７ 天白区

歯科 ぜんなみ歯科クリニック 全並　匠 052-891-4418 052-891-4440 468-0045 名古屋市天白区野並３-４３５ 天白区

歯科 歯科ＨＩＲＯ歯 大島　弘幹 052-746-1410 052-746-1411 468-0066 名古屋市天白区元八事４－８４ 元八事メディカルステーション２Ｆ 天白区

医科 天白区休日急病診療所 担当医 052-801-0599 052-801-9791 468-0055 名古屋市天白区池場町２－２４０３ 天白区

医科 耳鼻咽喉科めぐみクリニック 広田　京子 052-801-0888 052-801-0868 468-0014 名古屋市天白区中平4-204 天白区

医科 伊奈クリニック 伊奈　孝一郎 052-808-1717 052-808-1718 468-0011 名古屋市天白区平針３－１１１ 名東ビル２Ｆ 天白区

歯科 植田歯科医院 近藤　陽一 052-803-6488 052-803-6488 468-0051 名古屋市天白区植田三丁目１４０５番地 天白区

歯科 平針くまがい歯科 熊谷　竜太 052-803-3230 052-803-3225 468-0011 名古屋市天白区平針３－６１１ 天白区

歯科 阿部歯科医院 阿部　博明 052-803-8148 052-803-8148 468-0015 名古屋市天白区原３－１０６ 天白区

医科 みうら皮フ科クリニック 三浦　和久 052-875-4112 052-875-4113 468-0015 名古屋市天白区５－２６１２－１ スギ薬局原南店２F 天白区

医科 新生会第一病院 伊奈　研次 052-808-2100 052-808-3232 468-0031 名古屋市天白区高宮町1302 天白区

医科 新生会第一病院 藤井　恵 052-808-2100 052-808-3232 468-0031 名古屋市天白区高宮町1302 天白区

医科 ゆうファミリアクリニック 山内　悠司 052-801-1388 052-805-3888 468-0051 名古屋市天白区植田１－２１１６ ’８８building１階 天白区

歯科 木下歯科 木下　浩介 052-804-8211- 052-804-8250 468-0039 名古屋市天白区西入町158 天白区

医科 天白たかさかの森クリニック 森　悠 052-800-8808 052-800-8800 468-0025 名古屋市天白区高坂町８８-１ 天白区

医科 天白たかさかの森クリニック 森　由佳 052-800-8808 052-800-8800 468-0025 名古屋市天白区高坂町８８-１ 天白区

医科 植田リハビリクリニック 雄谷　慎吾 052-740-5511 052-750-2112 468-0009 名古屋市天白区元植田２－２４０５ 天白区

歯科 にのみや歯科・矯正歯科 二宮　弘旭 052-802-4181 052-802-4181 468-0011 名古屋市天白区平針４丁目１６０７番地 初美ビル２Ｆ 天白区

医科 鈴木・三竹医院 三竹　正弘 0532-31-3939 0532-32-8608 441-8023 豊橋市八通町５０－２ 市外

医科 豊橋メイツクリニック 柴田　雅也 0532-66-1010 0532-66-0888 440-0035 豊橋市平川南町７３ 市外

医科 たかおか耳鼻咽喉科医院 丸地　孝昌 0532-63-4187 0532-63-4187 440-0013 豊橋市西小鷹野４－２－７ 市外

医科 みうらクリニック　岩津 三浦　眞之祐 0564-66-8787 0564-66-8777 444-2144 愛知県岡崎市岩津町字於御所１７２番 市外

医科 福田泌尿器科・皮膚科医院 福田　勝洋 0564-58-6711 0564-58-6712 444-0854 岡崎市六名本町１３－１ 市外

医科 岡崎北クリニック 佐々木　昌一 0564-28-0560 0564-28-0562 444-2134 岡崎市大樹寺2-10-1 市外

医科 志貴医院 志貴　一仁 0564-53-1485 0564-54-6376 444-0858 岡崎市上六名４-７-１ 市外

医科 犬塚耳鼻咽喉科 犬塚　一男 0564-26-3314 0564-26-5733 444-2136 岡崎市上里１丁目２番地１５ 市外

医科 矢田内科循環器科 矢田　税 0564-32-3739 0564-32-3739 444-0951 岡崎市北野町字樫ノ木２１番地 市外

医科 岡崎駅前クリニック 鈴木　裕太郎 0564-83-6667 0564-83-6066 444-0813 岡崎市羽根町東荒子３８－１ 市外

医科 内科・小児科　小石川医院 小石川　功 0565-62-0022 0565-62-0879 444-2424 豊田市足助町本町２４ 市外

医科 三河病院 大賀　肇 0564-51-1778 0564-51-1415 444-0840 岡崎市戸崎町牛転２ 市外

医科 藤クリニック 所　隆昌 0586-64-7556 0586-64-7199 493-0001 一宮市木曽川町黒田一ノ通り２５－１ 市外

医科 こだま内科クリニック 児玉　佳久 0586-71-1270 0586-71-2270 491-0858 一宮市栄４－１－１ 市外

医科 中村整形外科 中村　博司 0586-71-2828 0586-71-2822 491-0045 一宮市音羽２－４－１６ 市外

医科 愛北ハートクリニック 吉田　直樹 0586-81-0555 0586-81-0557 491-0811 一宮市千秋町加納馬場字清水７７ 市外

医科 愛北ハートクリニック 吉川　大治 0586-81-0555 0586-81-0557 491-0811 一宮市千秋町加納馬場字清水７７ 市外

医科 愛北ハートクリニック 熊谷　宗一郎 0586-81-0555 0586-81-0557 491-0811 一宮市千秋町加納馬場字清水７７ 市外

医科 今伊勢よしかわクリニック 吉川　雅治 0586-64-8666 0586-64-8601 491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切東２９番1 市外

医科 きはしクリニック 木全　崇之 0586-46-1100 0586-46-1120 491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字東屋敷７３ 市外

医科 いまむら病院 今村　洋史 0586-73-8141 0586-73-2172 491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字無量寺東１７ 市外

医科 瀬戸みどりのまち病院 加納　覚 0561-84-3113 0561-84-8853 489-0875 瀬戸市緑町２－１１４－１ 市外

医科 三浦内科クリニック 三浦　悟 0561-48-6101 0561-48-6686 489-0909 瀬戸市みずの坂２－２６ 市外

医科 おおわき内科クリニック 大脇　忠 0561-85-3331 0561-85-3351 489-0913 瀬戸市水南町１６３ 市外

医科 クリニックベル 鈴木　眞史 0561-83-2828 0561-83-2277 489-0915 瀬戸市北浦町３－１６ 市外
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医科 井上病院 鈴木　宣則 0561-83-3131 0561-83-3115 489-0927 愛知県瀬戸市川北町２丁目１１番地 市外

医科 井上病院 井上　智司 0561-83-3131 0561-83-3115 489-0927 愛知県瀬戸市川北町２丁目１１番地 市外

医科 井上病院 宮﨑　芳機 0561-83-3131 0561-83-3115 489-0927 愛知県瀬戸市川北町２丁目１１番地 市外

医科 クリニック・パパ 石川　秀樹 0569-23-8886 0569-23-8889 475-0974 半田市山代町２－１０２－２ 市外

医科 クリニック・パパ 石川　朱実 0569-23-8886 0569-23-8889 475-0974 半田市山代町２－１０２－２ 市外

医科 安野内科 安野　尚史 0569-21-3288 0569-24-3248 475-0857 半田市広小路町153-10 市外

医科 結生クリニック 浦川　有紀 0569-20-3777 0569-20-3778 475-0975 半田市彦洲町４－１６５－１ 市外

医科 春田内科 春田　和廣 0569-22-5533 0569-26-0525 475-0836 半田市青山７丁目１２－２０ 市外

医科 くぼた小児科 久保田　勤也 0569-21-0634 0569-24-3266 475-0921 半田市天神町５０－２ 市外

医科 くまい医院 隈井　知之 0568-31-7525 0568-34-6412 486-0928 春日井市妙慶町１４８－１ 市外

医科 小松原内科 小松原　和夫 0568-88-3100 0568-88-4972 480-0305 春日井市坂下町五丁目1215-742 市外

医科 東名病院 大塚　光二郎 0561-62-7511 0561-62-2773 480-1153 長久手市作田１－１１１０ 市外

医科 東名病院 片岡　崇 0561-62-7511 0561-62-2773 480-1153 長久手市作田１－１１１０ 市外

医科 こせんじょう通あんどうクリニック 安藤　英也 0561-63-0700 0561-63-0705 480-1177 長久手市仏が根１８２７ 市外

医科 春日井クリニック 大野  哲夫 0568-33-3711 0568-33-3712 486-0928 春日井市妙慶町３－２５ 市外

医科 足立病院 浅井  尭彦 0568-31-2195 0568-32-5903 486-0914 春日井市若草通り１－１ 市外

医科 春日井クリニック 浅野  浩史 0568-33-3711 0568-33-3712 486-0928 春日井市妙慶町３－２５ 市外

医科 山際クリニック 山際　加代 0568-33-1233 0568-33-0733 486-0926 春日井市小野町２－７２ 市外

医科 やまだ内科クリニック 山田　博豊 0568-34-8811 0568-34-8580 486-0911 春日井市西高山町１－７－１７ 市外

医科 すずらんクリニック 藤脇　佐世子 0568-84-3101 0568-84-3102 486-0822 春日井市熊野町１５１９ 市外

医科 浅田レディース勝川クリニック 浅田　義正 0568-35-2203 0568-35-3578 486-0931 春日井市松新町１－４ ルネック５Ｆ 市外

医科 春日井セントラルクリニック 藤沢　和弘 0568-57-2971 0568-57-2972 486-0833 春日井市上条町１-１７１ 市外

医科 岡島内科 岡島　智志 0568-83-5855 0568-83-5872 486-0926 春日井市小野町６－２９ 市外

医科 たけだクリニック　整形外科・内科 武田　秀夫 0568-82-8808 0568-82-8809 486-0926 春日井市小野町５丁目８９－６ 市外

医科 春見あおいクリニック 種田　靖久 0568-85-5055 0568-85-5056 486-0837 春日井市春見町５６－５ 市外

歯科 小川歯科 岩山　佳正 0568-83-3456 0568-83-3459 486-0844 春日井市鳥居松町７－１１４ 市外

医科 内藤内科 内藤  敬子 0568-52-3000 0568-52-3019 487-0013 春日井市高蔵寺町４－６－１２ コスモビル１階 市外

医科 のじり内科クリニック 野尻　修 0568-52-1151 0568-52-1307 487-0021 春日井市東神明町４４３ 市外

医科 深見医院 深見　泰正 0568-51-0726 0568-51-1024 487-0016 春日井市高蔵寺町北２－１８ 市外

医科 あまの眼科クリニック 天野　喜仁 0568-56-0002 0568-56-0222 486-0849 春日井市八田町６丁目２１－２３ 市外

医科 出川もりクリニック 森　俊之 0568-52-0007 0568-52-0008 487-0025 春日井市出川町５丁目２５番６ 市外

医科 子どもの成長・糖尿病　上西のびしろクリニック 圓若　かおり 0568-41-9701 0568-41-9702 486-0931 愛知県春日井市松新町１－３ ルネッサンスシティ勝川１番街４階４０３号 市外

医科 豊川メイツクリニック 三木　祐介 0533-88-8111 0533-88-8117 442-0857 豊川市八幡町上宿９９－３ 市外

医科 とみたハートクリニック 富田　政明 0567-26-0207 0567-26-0138 496-0912 愛西市東保町権右４４ 市外

医科 たやす腎クリニック 陀安　智也 0567-28-3711 0567-28-3713 496-0036 津島市愛岩町４-５２-１ 市外

医科 クリニックつしま 向井　誠時 0567-28-7111 0567-28-5250 496-0019 津島市百島町字黒佛２ 市外

歯科 石原歯科医院 石原　寛巳 0567-24-4182 0567-28-5650 496-0901 愛西市佐屋町堤西２９－３ 市外

医科 耳鼻咽喉科のむらクリニック 野村  義紀 0566-62-8733 0566-62-8711 448-0036 刈谷市山池町３－１０６－１ 市外

医科 中京大学豊田学舎保健センター 清水　卓也 0565-46-6605 0565-46-1290 470-0393 豊田市貝津町床立１０１ 市外

医科 名古屋グランパスエイトクリニック 深谷　泰士 0565-48-5300 0565-48-5340 470-0344 豊田市保見町井ノ向５７－２３０ 市外

医科 小早川整形外科・内科 小早川　裕明 0565-88-3311 0565-88-3300 471-0006 豊田市市木町５－１－２ 市外

医科 ひので整形外科 紙本　寛 0565-36-5511 0565-36-5512 471-0075 豊田市日之出町２－１１－１１ 市外

医科 杉本内科クリニック 杉本　吉行 0565-37-3377 0565-37-3378 471-0032 豊田市日南町５－４７－１ 市外

医科 ふじしま内科 藤島　圭一郎 0565-41-7720 0565-41-7740 471-0046 豊田市本新町７－４８－６ 豊田ほっとかん２Ｆ 市外

医科 豊田土橋リウマチクリニック 髙杉　浩司 050-8882-4368 050-8882-4367 471-0835 豊田市曙町２－１６ BULS１６　１０３号 市外

医科 カワムラ整形外科 河村　英徳 0568-67-1134 0568-67-9345 484-0827 犬山市字薬師前３－４ 市外

医科 あいちせぼね病院 伊藤　全哉 0568-20-9100 0568-20-9107 484-0066 犬山市五郎丸上池３１－１ 市外

医科 ゆたかハートクリニック 竹内　豊生 0587-55-6677 0587-55-6699 483-8063 江南市高屋町八幡１９番地 市外

医科 なかむら・ファミリークリニック 中村  司朗 0587-56-8188 0587-56-8189 483-8418 江南市上奈良町錦５４－１ 市外

医科 佐藤病院 佐藤　文彦 0587-54-6611 0587-51-5333 483-8259 江南市上奈良町緑４８ 市外

歯科 山内歯科医院 山内　琢司 0561-72-8411 0561-72-8411 470-0136 日進市竹の山４丁目８０３ 市外

歯科 こまだ歯科 駒田  靜哉 0587-53-0898 0587-53-0898 483-8144 江南市小郷町楽ノ山２０ 市外

歯科 田口歯科医院 田口　望 0587-59-8288 0587-59-8293 483-8259 江南市上奈良町錦６０－１ 市外

医科 おぜき耳鼻咽喉科 小関　晶嗣 0587-53-6400 0587-53-5885 483-8417 愛知県江南市東野町烏森７１番 市外
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医科 志水こどもクリニック 志水  麻実子 0568-76-2043 0568-75-2735 485-0041 小牧市小牧３－１５２ 市外

医科 高野耳鼻咽喉科 高野  剛 0568-79-4587 0568-78-3611 485-0814 小牧市古雅３－５２－３ 市外

医科 小牧クリニック 大野　晃 0568-75-3500 0568-75-3569 485-0023 小牧市大字北外山字桜井８０７－５ 市外

医科 東海ゴム工業株式会社診療所 小林　憲夫 0568-77-2156 0568-77-2156 485-8550 小牧市東３-１ 市外

医科 小木南クリニック 野村　知秀 0568-75-1288 0568-75-1289 485-0056 小牧市小木南２－２９ 市外

医科 やまかみ内科循環器科 山上  祥司 0587-36-7778 050-3730-8967 492-8372 稲沢市一色中屋敷町１５３－１ 市外

医科 𠮷田内科循環器科 𠮷田　朋寛 0587-23-8211 0587-23-7479 492-8114 愛知県稲沢市治郎丸椿町３ 市外

医科 早川医院 早川　俊彦 052-603-9800 052-603-8611 476-0003 東海市荒尾町外山７２ 市外

医科 広川レディスクリニック 広川　清二 0562-44-1188 0562-44-1186 474-0055 大府市一屋町４丁目８８ 市外

医科 柊ヒルズ内科クリニック 竹中　徳哉 0562-44-8188 050-7543-8296 474-0052 大府市柊山町７－５０ 市外

医科 あいち小児保健医療総合センター 長嶋　正實 0562-43-0500 0562-43-0513 474-8710 大府市森岡町七丁目４２６番地 市外

医科 大府あおぞら有床クリニック 渡邉　芳夫 0562-85-1510 0562-85-1574 474-0041 大府市吉田町半ノ木４５番地の１ 市外

医科 宮田整形外科・皮フ科 宮田　博夫 0562-46-7788 0562-46-7796 474-0035 大府市江端町３－７６ 市外

医科 加藤内科胃腸科 加藤　剛 0562-46-8900 0562-46-7320 474-0025 愛知県大府市中央町６丁目９１番地 市外

医科 いぜき内科クリニック 竹内　和美 0562-34-0088 0562-34-1238 478-0012 知多市巽ヶ丘２－１５７ 市外

医科 知立クリニック 鈴木　信夫 0566-82-1367 0566-83-3885 472-0012 知立市八ツ田町神明２２ 市外

医科 富士病院 深谷　雷太 0566-85-5202 0566-81-0073 472-0007 愛知県知立市牛田町西屋敷１３７番地１ 市外

医科 森林公園通りクリニック 佐久間　正人 0561-55-5130 0561-55-5061 488-0007 尾張旭市柏井町公園通５３６ 市外

医科 緑ヶ丘ファミリークリニック 大野　智義 0561-54-2706 0561-54-8443 488-0822 尾張旭市緑町緑ヶ丘121番81 市外

医科 四軒家整形外科クリニック 高嶺　由二 052-777-1222 052-777-1200 488-0823 尾張旭市庄南町２－８－７ 市外

医科 せとかいどう花井クリニック 花井　雅志 0561-52-8715 0561-52-8718 488-0840 尾張旭市印場元町３－４－５ 市外

医科 にったクリニック 新田  正廣 0561-55-5550 0561-55-5551 488-0023 尾張旭市瀬戸川町１－１２８ 市外

医科 本地ヶ原クリニック 町田　英之 0561-52-2121 0561-52-2122 488-0046 尾張旭市南栄町旭ヶ丘５７－３ 市外

医科 佐伯小児科医院 佐伯　公　　 0561-53-2550 0561-54-1275 488-0814 尾張旭市西大道町前田３７９４-２ 市外

医科 日比野外科 日比野　清康 0561-54-8666 0561-54-8766 488-0011 尾張旭市東栄町３－１－５ 市外

医科 松尾医院 松尾　功 052-771-8017 052-771-8199 488-0823 尾張旭市庄南町３－８－５ 市外

医科 印場クリニック 宮井　宏暢 0561-55-6880 0561-55-6881 488-0840 尾張旭市印場元町４丁目７－１３ 市外

医科 馬嶋眼科医院 馬嶋　紘策 0561-53-2968 0561-53-6061 488-0004 尾張旭市大久手町一の曽１１５ 市外

医科 くすのき内科 太田　英樹 0561-55-6607 0561-55-6608 488-0854 尾張旭市旭前町西新田５０９２－１ 市外

医科 いながきクリニック 稲垣　均 0561-53-7277 0561-53-7688 488-0002 尾張旭市根の鼻町１－２ー９ 市外

医科 しんたに医院 新谷　理 0561-55-3577 0561-55-3588 488-0035 尾張旭市上の山町間口３０３３－５ 市外

歯科 てるてる歯科 浅井　輝信 0561-55-2218 0561-55-2217 488-0853 尾張旭市旭前町５－７－２５ 市外

医科 いわくら耳鼻咽喉科 向井  研 0587-66-4533 482-0036 岩倉市西市町西市前３１－４ 市外

医科 みずのクリニック 水野　雅夫 0562-93-0021 0562-93-5599 470-1152 豊明市前後町仙人塚１７６７ 市外

医科 成田内科循環器科 成田　伍良 0562-92-8110 0562-92-8171 470-1108 豊明市沓掛町荒井１１-５ 市外

医科 於大クリニック 竹内　意 0562-82-1911 0562-82-1912 470-2102 知多郡東浦町緒川字大門二区２ 市外

医科 於大クリニック阿久比 堀家　敬司 0569-49-3811 0569-49-3812 470-2204 知多郡阿久比町宮津字西森下１４－１ 市外

医科 石川病院 石川　和夫 0569-72-2345 0569-73-3353 470-2331 知多郡武豊町字ヒジリ田２３ 市外

医科 上豊田駅前クリニック 林　大介 0565-45-8822 0565-45-8821 470-0342 豊田市大清水町大清水８４－８ 市外

医科 みよし市民病院 伊藤　治 0561-33-3300 0561-33-3302 470-0224 みよし市三好町八和田山１５番地 市外

医科 上豊田さくら乳腺クリニック 大西　桜 0565-46-0821 0565-46-0822 470-0341 豊田市上原町西山２５番地１ 市外

医科 こめの木いぐち眼科 井口　優子 0561-76-3701 0561-76-3702 470-0111 日進市米野木町宮前107-4 市外

医科 加藤医院 馬渕  圭子 052-801-0302 052-805-3354 470-0132 日進市梅森町上松２９６ 市外

医科 杉本クリニック 杉本  辰雄 052-801-1511 052-801-1131 470-0125 日進市赤池１丁目３００１ 第２５オーシャンプラザ３階 市外

医科 かぐやま眼科 鳥居  みゆき 052-807-5811 052-807-5812 470-0134 日進市香久山５－１８０１ ＭＩＯ香久山２階 市外

医科 うかい医院 鵜飼  雅彦 05617-4-1551 05617-4-3858 470-0116 日進市東山４－６２１－２ 市外

医科 ふくしまファミリー内科 福嶋  俊郎 05617-2-8222 05617-2-8115 470-0135 日進市岩崎台１－１２３９ 市外

医科 かさしま耳鼻咽喉科クリニック 笠島  哲也　　 05617-2-8733 05617-2-8734 470-0113 日進市栄４－１０３ 市外

医科 川出耳鼻咽喉科 川出  博彦 052-806-4133 052-802-0788 470-0133 日進市梅森台２－２１２ 市外

医科 杉上クリニック 杉上  勝美 05617-2-5050 050-3730-5563 470-0131 日進市岩崎町芦廻間８７－１ 市外

医科 平針かとう整形外科 加藤　哲弘 052-800-7771 052-800-7772 470-0126 日進市赤池町屋下３１０ 市外

医科 レディースクリニック　アンジュ 小島　正義 05617-4-1101 05617-4-1518 470-0135 日進市岩崎台１－１２０２ 市外

医科 岩瀬皮フ科 岩瀬　悦子 0561-73-3883 0561-73-3883 470-0115 日進市折戸町高松５２－１０４ 市外

医科 佐藤クリニック 佐藤　有三 0561-74-7888 0561-74-7555 470-0111 日進市米野木町丁田２０－１ 市外



 　　　　　登録医名簿（地域順、2022年12月1日現在）

医･歯科 施設名（漢字） 名前 医院TEL ＦＡＸ番号 医院〒 医院住所1 医院住所2 地域

医科 立松整形外科・内科クリニック 立松　惠子 052-802-8600 052-802-8700 470-0132 日進市梅森町西田面１７－1 市外

医科 大口医院 大口　貞雄 052-807-5111 052-807-5750 470-0134 日進市香久山５－１８０１ MIO香久山２Ｆ 市外

医科 やまクリニック 山田　保夫 0561-37-1050 0561-37-1065 470-0154 愛知郡東郷町和合ヶ丘３－１－１０ すまいるプラザ和合ヶ丘２Ｆ 市外

医科 とき小児科 土岐　由香理 052-800-5855 052-800-5866 470-0133 日進市梅森台２－３１ 市外

医科 金山クリニック 金山　和広 0561-72-7111 0561-72-7666 470-0117 日進市藤塚３－５６５ 市外

医科 山口こどもクリニック 山口　信行 0561-37-1100 0561-37-1120 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字新池５１ 市外

医科 いわさき耳鼻咽喉科 岩崎　聖雄 0561-75-4187 0561-75-4137 470-0136 日進市岩崎町竹の山２-２１１０ 市外

医科 竹の山クリニック 山腰　雅宏 0561-75-6050 0561-72-6610 470-0136 日進市岩崎町竹ノ山２-２４１２ 市外

医科 のだ整形外科 野田　広記 0561-72-7711 0561-72-8899 470-0136 日進市竹の山５－１６０１ 市外

医科 笹本内科医院 笹本　基秀 052-802-5641 052-802-5640 470-0133 日進市梅森台３－１１５ 市外

医科 米野木ファミリークリニック 小林　建二 0561-56-9276 0561-56-9287 470-0111 日進市米野木町油田１５７ 市外

医科 いせき内科クリニック 井関　淳 0561-72-6555 0561-72-6006 470-0113 日進市栄３－１３１１ 市外

医科 三ッ池整形外科 亀井　洋太郎 0561-39-3111 0561-39-3116 470-0166 愛知郡東郷町兵庫２－１－１１ 市外

医科 みやがわクリニック 宮川　浩一 052-800-2277 052-800-2278 470-0125 日進市赤池３－２１０４ 市外

医科 志水医院 志水　善郎 0561-72-1181 0561-72-1499 470-0131 日進市岩崎明神８６ 市外

医科 日進すずき整形外科 鈴木　和広 0561-74-0033 0561-74-2233 470-0113 日進市栄３-２００２ 市外

医科 日進老人保健施設 岩田　英世 0561-72-4172 0561-72-4233 470-0103 日進市北新町二段場９２０－１０ 市外

医科 香久山こどもクリニック 津田　こずえ 052-800-8001 052-800-8025 470-0134 日進市香久山四丁目１１０５－１ 市外

医科 日進クリニック 川澄　正朗 0561-73-9724 0561-75-2719 470-0131 日進市岩崎町石兼59-1 市外

医科 アガペクリニック 伊藤　得志男 0561-74-3000 470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入６１ 市外

医科 渡辺病院 渡邊　靖之 0569-87-2111 0569-87-2119 470-3235 知多郡美浜町大字野間字上川田４５番地の２ 市外

医科 川井小児科クリニック 川井　進 0561-72-7070 0561-72-7073 470-0113 日進市栄２－１１２ 市外

医科 愛知国際病院 井手　宏 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 太田　信吉 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 河村　健雄 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 宮﨑　雅 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 松本　健 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 川口　レオ 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 奥澤　継雄 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 大村　浩之 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 愛知国際病院 井手　初穂 0561-73-7721 0561-73-7728 470-0111 日進市米野木町南山９８７－３１ 市外

医科 アガペクリニック 伊藤　志門 0561-74-3000 0561-74-3077 470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入６１番地 市外

医科 はる内科クリニック 山本　春光 0561-72-2002 0561-72-5001 470-0117 日進市藤塚７－４６ 市外

医科 さんとう耳鼻咽喉科 三藤　泰史 0561-72-8711 0561-72-8712 470-0118 日進市米野木台4-912 市外

医科 わごうヶ丘クリニック 三木　健司 0561-38-1616 0561-38-6628 470-0154 愛知郡東郷町和合ヶ丘１-５-６ 市外

医科 おやま耳鼻咽喉科 小山　新一郎 052-800-3781 052-800-3783 470-0134 日進市香久山２－２１０４ 市外

医科 プライムツリーこどもクリニック 清水　恵子 052-875-5900 052-875-5901 470-0126 日進市赤池町箕ノ手１　 プライムツリー赤池１Ｆ 市外

歯科 竹内歯科クリニック 竹内  学 05617-5-5888 0561-73-7164 470-0131 日進市岩崎町北高上４４－４ 鶴田ビル２階 市外

歯科 あさの歯科 朝野　誠 0561-72-5551 0561-20-9119 470-0116 愛知県日進市東山４－８０２ 　　 市外

歯科 ともデンタルクリニック 上田  知樹 0561-72-8441 0561-72-8441 470-0115 日進市折戸町梨子ノ木２８－２３４ 市外

歯科 もり歯科医院 森　茂 052-809-3900 052-809-3901 470-0128 日進市浅田平子２－２６５ 市外

歯科 おかまつ歯科 岡松　猛 052-806-8001 052-806-8001 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土２－１１９ 市外

歯科 ａｕｘ歯科クリニック 福岡　雅 0561-74-2811 0561-74-2830 470-0113 日進市栄一丁目２０１番地 市外

歯科 日進あじさい歯科 堀田　岳 052-807-8811 052-807-8811 470-0124 日進市浅田町西前田１３－７ 市外

歯科 たけのやま歯科 山田　翔 0561-75-6480 0561-75-6481 470-0136 日進市竹の山４－６１１－２ 市外

歯科 おおや歯科クリニック 大矢　健司 052-880-8282 052-710-3733 470-0127 日進市赤池南２丁目１７０８－１ 市外

医科 なしのきクリニック 錦見　満 0561-73-5000 0561-73-5036 470-0115 愛知県日進市折戸町梨子ノ木28-651 市外

医科 きまたクリニック 木全　秀人 052-808-2233 052-808-7377 470-0127 愛知県日進市赤池南２丁目１１１番地 市外

歯科 みついけ歯科 柘植　祥弘 0561-76-2771 0561-76-2781 470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池４－１－１ 市外

医科 ふくおか内科クリニック 福岡　一貴 052-804-1011 052-804-1012 470-0126 日進市赤池町屋下３０８－１ 市外

医科 立松整形外科・内科クリニック 立松　尚衞 052-802-8600 052-802-8700 470-0132 愛知県日進市梅森町西田面１７－１ 市外

医科 立松整形外科・内科クリニック 立松　有美子 052-802-8600 052-802-8700 470-0132 愛知県日進市梅森町西田面１７－１ 市外

歯科 よこいファミリー歯科 横井　昭博 052-809-4618 052-809-4618 470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木白土１－２１１１ 市外

医科 たなか内科 田中　邦一 0561-38-8866 0561-38-8877 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字新池３７番地 市外
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医科 OBKタカEクリニック 小田嶋　貴之 052-838-8686 052-838-8689 470-0124 愛知県日進市浅田町森下１１６－１ 市外

歯科 松尾歯科 松尾　昌幸 0561-36-1212 0561-36-1218 470-0207 愛知県みよし市福谷町最中１４－１ 市外

医科 日進胃腸科・外科 早川　真人 0561-72-5800 0561-72-5600 470-0113 愛知県日進市栄３－１２０４ 市外

医科 松浦医院 松浦　誠司 0561-37-5001 0561-37-5005 470-0166 愛知郡東郷町兵庫4-3-8 市外

医科 五条川リハビリテーション病院 下串　浩矢　 052-401-7272 052-401-7303 452-0961 愛知県清須市春日新堀33 市外

医科 きよすクリニック 伊藤　喜亮 052-409-8585 052-409-8541 452-0906 清須市東外町４９－１ 市外

医科 東郷春木クリニック 加藤　信夫 0561-37-5271 0561-37-5275 470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木清水ヶ根237 市外

医科 ハート内科クリニック 堀江　英生 0567-66-0017 0567-66-0019 498-0032 弥富市平島中２丁目２４番地 市外

医科 桜セントラルクリニック 宮城　壯太 0567-64-1011 0567-64-1012 498-0032 弥富市平島中三丁目３３ 市外

医科 馬渕クリニック 馬渕  尚克 0561-38-0800 0561-38-1949 470-0155 愛知郡東郷町白鳥４－２－７ 　 市外

医科 和合セントラルクリニック 堀内  五齢 052-805-8000 052-805-8851 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土１－１８８４ 市外

医科 和合セントラルクリニック 村上　稔 052-805-8000 052-805-8851 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土１－１８８４ 市外

医科 和合の里 中島　澄夫 052-807-1500 052-807-1515 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土１－３９５ 市外

医科 馬渕クリニック 馬渕  元志 0561-38-0800 0563-38-1949 470-0155 愛知郡東郷町白鳥４－２－７ 　 市外

医科 河本整形外科 河本　晃市 0562-93-6336 0562-93-6337 470-1113 豊明市新田町錦１３－１ 市外

医科 奥田眼科 奥田　伸利 0561-38-6588 0561-38-6597 470-0154 愛知郡東郷町和合ヶ丘１－１５－３ 市外

医科 本多医院 本多　豊大 0561-39-0139 0561-39-0131 470-0152 愛知郡東郷町北山台一丁目３番９ 市外

医科 糖尿病甲状腺いしやまクリニック 石山　雅美 052-806-6001 052-806-6002 470-0124 日進市浅田町西前田３０１番地 市外

歯科 奥川歯科室 奥川　哲平 0561-41-8240 0561-41-8240 470-0152 愛知郡東郷町北山台１－２－１４ 市外

歯科 米野木歯科 田村  一央 0561-76-7000 050-3737-0350 470-0118 日進市米野木台５－１０２０ 市外

医科 宮地内科 宮地  喜久子 0561-61-1000 0561-61-1177 480-1116 長久手市杁ヶ池６１１ 市外

医科 みかわクリニック 三河　健一郎 0561-64-7600 0561-64-7622 480-1111 長久手市山越３０３ 市外

医科 佐光内科 佐光　冨士男 0561-62-7011 0561-63-5755 480-1153 長久手市作田２－１１０５ 市外

医科 佐光内科 横山　智絵子 0561-62-7011 0561-63-5755 480-1153 長久手市作田２－１１０５ 市外

医科 祖父江クリニック 祖父江　良 0561-64-1170 0561-64-1171 480-1163 長久手市原邸８１９番地 市外

医科 祖父江クリニック 祖父江　輝子 0561-64-1170 0561-64-1171 480-1163 長久手市原邸８１９番地 市外

医科 長久手南クリニック 岩田　明 0561-64-5667 0561-64-5668 480-1147 長久手市市が洞３－１６０５ 市外

医科 名古屋東クリニック 宮谷　和男 0561-63-5131 0561-63-5711 480-1154 長久手市塚田１３２０ 市外

医科 たんぽぽクリニック 服部　努 0561-42-4099 0561-42-4098 480-1178 長久手市丁子田１５－１５５ 市外

医科 堂森グリーンロードクリニック 堂森　丈正 0561-62-5800 0561-62-5919 480-1122 長久手市城屋敷１２１０ 市外

医科 朝日が丘整形外科 塚本　正美 0561-64-2123 0561-64-2124 480-1131 長久手市大字長湫字下山４８－１ 市外

医科 おおた整形外科クリニック 太田　元 0561-63-1717 0561-63-1300 480-1131 長久手市市ヶ洞二丁目１０１ 市外

医科 長久手内科胃腸科 今田　朗 0561-62-1120 0561-62-3002 480-1103 長久手市岩作中島３２－２ 市外

医科 永井内科クリニック 永井　修一郎 0561-62-2233 0561-63-5222 480-1125 長久手市氏神前１１６ 市外

医科 もりの眼科 荒井　北斗 0561-64-3232 0561-61-3310 480-1148 長久手市根嶽８０５ 市外

歯科 ふくい歯科医院 福井　正人 0561-61-1708 0561-61-1707 480-1123 長久手市東狭間１０８ 市外

歯科 長久手ファミリー歯科 浅井　昭博 0561-61-6050 0561-63-3061 480-1111 長久手市山越115 市外

医科 師勝クリニック 森　正幹 0568-22-4565 0568-25-4568 481-0006 北名古屋市熊之庄八幡１１７－１ 市外

医科 名古屋整形外科・人工関節クリニック 藁科　秀紀 0568-22-7772 0568-22-7277 481-0011 北名古屋市高田寺一本橋７番地 市外

医科 名古屋整形外科・人工関節クリニック 北村　伸二 0568-22-7772 0568-22-7277 481-0011 北名古屋市高田寺一本橋７番地 市外

医科 にしのほう伊藤内科クリニック 伊藤　彰浩 0568-23-1109 0568-23-1105 481-0033 北名古屋市西之保中社２１番地２ 市外

医科 おおばやしマタニティクリニック 大林　勇輝 0568-26-0884 0568-26-0885 481-0004 北名古屋市鹿田道下５０番地 市外

歯科 おぜき歯科クリニック 小関　健司 052-401-8020 052-401-8021 452-0944 清須市上条２－１７－８ 市外

医科 山田整形外科 山田　芳久 0587-92-1100 0587-92-1101 480-0102 丹羽郡扶桑町高雄定松９０－１ 市外

医科 伊藤整形・内科　あいちスポーツ・人工関節クリニック 伊藤　不二夫 0587-92-3388 0587-92-3304 480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東４１ 市外

医科 ながくて西クリニック 遠藤　正嗣 0561-64-3737 0561-64-3739 480-1132 長久手市上川原22-4 市外

医科 やまだクリニック 山田　新一 0567-96-5600 0567-96-5603 497-0031 海部郡蟹江町大字須成字西市之坪１６１６－１ 市外

医科 たかぎクリニック 高木　眞人 052-444-3214 052-444-8039 490-1207 あま市二ツ寺六町７４－１ 市外

医科 中原クリニック 中原　秀也 052-449-1313 052-445-2260 490-1142 海部郡大治町三本木屋形１８５ 市外

医科 横井ことぶきクリニック 横井　寿 052-441-1555 052-441-1556 490-1115 愛知県あま市坂牧北浦１０２ 市外

医科 吉岡クリニック 吉岡　大介 052-441-5211 052-444-1303 497-0014 あま市七宝町鷹居7-49 市外

医科 加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック 加藤  昌子 05675-2-2000 05675-2-2400 490-1431 海部郡飛島村服岡４－８ 市外

医科 あすかクリニック愛西 宇佐美　武 0567-24-1314 0567-24-0651 496-0942 愛西市山路町西新田２０ 市外

医科 岡田ハートクリニック 岡田　規雄 0569-49-2100 0569-49-2777 470-2214 知多郡阿久比町大字椋岡字角前田５２－３ 市外
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医科 阿久比クリニック 稲垣  豊 0569-48-8866 0569-49-0055 470-2212 知多郡阿久比町大字卯坂字米山１－１ 市外

医科 大岩医院 大岩　昇 0569-62-0138 0569-62-3288 470-3321 知多郡南知多町大字内海字亥新田１１５－１ 市外

医科 白井医院 白井　正人 0569-63-0029 0569-63-2987 470-3503 知多郡南知多町大字師崎字向島１ 市外

医科 大岩医院 大岩　大介 0569-65-0184 0569-65-2858 470-3412 知多郡南知多町豊浜上大田面１２－１ 市外

医科 浜田整形外科内科クリニック 浜田　敏彰 0569-82-5511 0569-82-5513 470-2411 知多郡美浜町大字古布字屋敷１８２－５ 市外

医科 浜田整形外科内科クリニック 浜田  美智子 0569-82-5511 0569-82-5513 470-2411 知多郡美浜町大字古布字屋敷１８２－５ 市外

医科 三好ヶ丘クリニック 桜井  充 0561-36-2000 0561-36-2600 470-0202 みよし市三好丘１－５－５ 市外

医科 ひらの内科クリニック 平野  朝光 05613-6-1008 05613-6-1015 470-0202 みよし市三好丘７－５－７ 市外

医科 くまさんこどもクリニック 大澤　正彦 05613-3-3555 05613-3-3553 470-0224 みよし市三好町大字三好字中島１１３－１ 市外

医科 花レディースクリニック 花澤　勇樹 0561-33-0311 0561-33-0660 470-0207 みよし市福谷町細田１-３ 市外

医科 永田眼科クリニック 永田　志麻 0561-34-4600 0561-34-4602 470-0224 みよし市三好町大字三好字中島６６－１ 市外

歯科 中山歯科医院 浅井　昭和 0565-76-1505 0565-76-1505 470-0431 西加茂郡藤岡町西中山後田１０３－２４ 市外

医科 亀谷内科胃腸科 亀谷　章 0596-22-1105 0596-22-1107 516-0037 三重県伊勢市岩渕１－１３－３ 県外

医科 すがいクリニック 菅井　博哉 0594-22-1550 0594-21-8305 511-0068 三重県桑名市中央町1-17 県外

医科 熊野路クリニック 越村　邦夫 0735-21-2110 0735-23-0380 647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘２-１-２０ 県外

医科 たまき青空病院 滝下　佳寛 088-642-5050 088-642-6376 779-3125 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ５６－１ 県外

医科 売木村診療所 森田　真次 0260-28-2014 0260-28-2430 399-1601 長野県下伊那郡売木村６９５ 県外

医科 加納クリニック 加納　道久 058-275-8836 058-275-8837 500-8383 岐阜県岐阜市江添３丁目８－４ 県外

医科 かねまつ整形外科 兼松　秋生 058-279-3588 058-279-2434 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波一丁目２４番地 県外

医科 安藤クリニック 安藤　広幸 0572-22-9388 0572-25-4806 507-0034 岐阜県多治見市豊岡町３－６５ 県外

医科 多治見クリニック 下坂　博昭 0572-22-5566 0572-24-1171 507-0037 岐阜県多治見市音羽町２－５１ 県外

医科 タジミ第一病院 河合　真千夫 0572-22-5131 0572-22-2408 507-0007 岐阜県多治見市小名田町西ヶ洞１－６４８ 県外

医科 高井病院 高井　弘之 0572-57-6516 0572-57-6899 509-5301 岐阜県土岐市妻木町１６５８ 県外

医科 各務原そはらクリニック 七野　博史 058-371-6101 058-382-9406 504-0816 岐阜県各務原市蘇原東島町３－１０７－１ 県外

医科 新可児クリニック 二村　弘一 0574-61-0212 0574-61-0210 509-0203 岐阜県可児市下恵土５５００ 県外

医科 梶の木内科医院 梶　尚志 0574-60-3222 0574-60-3221 509-0201 岐阜県可児市川合２３４０－１ 県外

医科 塚田レディースクリニック 塚田　英文 0572-66-1103 0572-66-1178 509-6115 岐阜県瑞浪市北小田町２－２９３ 県外

医科 はたのクリニック 波多野　潔 0574-62-7501 0574-62-7573 509-0245 岐阜県可児市下切３８０８－１ 県外


