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地域 登録医氏名（敬称略） 施設名 〒 住所 TEL.
中村区 朝日　治郎 あさひレディースクリニック 453-0065 名古屋市中村区靖国町1-140 052-411-7890
中村区 芦原　誠 芦原耳鼻咽喉科院 453-0811 名古屋市中村区太閤通5-20 052-471-3387
中村区 渥美　一成 （医）セントラルアイクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28桜通豊田ﾋﾞﾙ14F 052-587-4976
中村区 荒井　昌志 （医）恵誠会　奥田眼科 453-0012 名古屋市中村区井深町17-35 052-451-0871
中村区 荒川　啓基 荒川内科 453-0838 名古屋市中村区向島町3-8 052-413-6111
中村区 荒川　隆志 荒川内科小児科医院 450-0003 名古屋市中村区名駅南5-1-6 052-331-0249
中村区 飯田　昌幸 いいだクリニック 453-0053 名古屋市中村区中村町2-25-1 052-482-2811
中村区 生田　岳人 いくたこどもクリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通5-25 052-486-1010
中村区 一柳　繁 一柳内科 453-0015 名古屋市中村区椿町17-6 052-451-0353
中村区 伊藤　知華子 （医）成田育成会　セントソフィアクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅JRｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ19Fｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 052-551-1595
中村区 伊藤　富士子 （医）松柏会　国際セントラルクリニック 450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1国際ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10F 052-561-0633
中村区 井上　貴夫 井上医院 453-0801 名古屋市中村区太閤4-5-19 052-451-4527
中村区 岩澤　暁 岩澤眼科 453-0853 名古屋市中村区牛田通4-1 052-481-0847
中村区 岩田　浩輔 岩田病院 453-0014 名古屋市中村区則武1-1-11 052-451-1552
中村区 岩田　博英 いわた血管外科クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-1-3ｸﾘｽﾀﾙMAﾋﾞﾙ9F 052-566-0013
中村区 岩間　芳生 一般財団法人　毎日ドクター 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-3ＪＲゲートタワー26Ｆ 052-581-2526
中村区 鵜飼　高弘 （医）珪山会　鵜飼病院 453-0028 名古屋市中村区寿町30 052-461-3131
中村区 鵜飼　元吉 鵜飼医院 453-0042 名古屋市中村区大秋町3-36-3 052-471-9071
中村区 鵜飼　泰光 （医）珪山会　鵜飼リハビリテーション病院 453-0811 名古屋市中村区太閤通4-1 052-461-3132
中村区 宇佐美　公康 宇佐美眼科 450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-4名鉄ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ10F 052-565-1535
中村区 臼井　明生 臼井医院 453-0806 名古屋市中村区大正町2-36 052-451-5140
中村区 臼井　研吾 臼井医院 453-0806 名古屋市中村区大正町2-36 052-451-5140
中村区 臼井　達哉 かすもりクリニック 453-0855 名古屋市中村区烏森町8-1205-1 052-486-6660
中村区 大菅　健嗣 （医）誠心会　大菅病院 453-0821 名古屋市中村区大宮町1-38 052-471-5600
中村区 太田　英正 （医）順英会　太田なごやかクリニック 453-0834 名古屋市中村区豊国通2-21-1 052-413-8008
中村区 大野　鈴弘 大野医院 450-0001 名古屋市中村区那古野1-43-14 052-551-0762
中村区 大橋　達也 本陣こころのクリニック 453-0044 名古屋市中村区鳥居通2-41-2　磯貝ビル２F 052-756-2066
中村区 大脇　徹 大同生命保険株式会社名古屋医務室 450-0002 名古屋市中村区名駅4-23-13 052-541-3151
中村区 岡地　洸二郎 （医）名古屋慈恵会　岡地外科 453-0835 名古屋市中村区上石川町3-15 052-411-5222
中村区 岡南　裕子 ゆうこ乳腺クリニック名駅 450-0002 名古屋市中村区名駅4-6-23 052-756-2905
中村区 荻野　高敏 （医）ネオキッズ　ニコニコこどもクリニック 453-0835 名古屋市中村区上石川町3-10 052-411-6001
中村区 荻野　仁志 （医）ネオキッズヴェルヴァーレ本陣クリニック 453-0041 名古屋市中村区本陣通2-19 052-414-5151
中村区 奥村　恪郎 （医）鉄隻会　令和なかむらハートクリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通6-32 052-471-3832
中村区 桶屋　将之 桶屋クリニック 450-0003 名古屋市中村区名駅南3-16-15ASﾋﾞﾙ2F 052-533-6166
中村区 尾関　博重 （医）誠心会　大菅病院 453-0821 名古屋市中村区大宮町1-38 052-471-5600
中村区 片平　智行 水谷内科小児科医院 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-11-1 052-541-6580
中村区 加藤　眞司 （医）かとう医院 453-0053 名古屋市中村区中村町字茶ﾉ木16-2 052-412-0536
中村区 加藤　智昭 （医）千成クリニック 453-0818 名古屋市中村区千成通5-1 052-483-0081
中村区 加藤　靖周 （医）鉄隻会　令和なかむらハートクリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通6-32 052-471-3832
中村区 加藤　由佳 （医）鉄隻会　令和なかむらハートクリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通6-32 052-471-3832
中村区 加藤　律子 かとうのりこレディースクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-25ﾒｲﾌｨｽ名駅ﾋﾞﾙ3F 052-587-2888
中村区 金倉　洋一 かなくらレディスクリニック 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-15-21宇佐美名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-587-3111
中村区 金子　宏 内科小児科金子医院 453-0839 名古屋市中村区長筬町6-21 052-411-5022
中村区 上原　晋 トヨタ自動車名古屋オフィス診療所 450-0002 名古屋市中村区名駅4-7-1 052-552-2222
中村区 川合　浩之 名駅かわい眼科 450-6606 名古屋市中村区名駅1-1-3　タカシマヤゲートタワーモール6Ｆ 052-589-8432
中村区 川勝　健司 カワカツ耳鼻咽喉科 450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング9F 052-551-0819
中村区 川口　朝兒 レディースクリニックミュウ 450-0002 名古屋市中村区名駅4-6-23第三堀内ﾋﾞﾙ13F 052-551-7111
中村区 完山　裕倫 （医）完濤会　かんやま内科 453-0014 名古屋市中村区則武2-13-4 052-451-0588
中村区 岸本　浩明 一般財団法人　毎日ドクター 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-3ＪＲゲートタワー26Ｆ 052-581-2526
中村区 鬼頭　哲太郎 （医）ひさご　クリニックかけはし 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町2-16-8 052-413-0591
中村区 黒川　洋 （医）千成会　黒川内科 453-0831 名古屋市中村区中村中町3-86 052-482-7660
中村区 洪　永杓 こう整形外科 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通3-11 052-412-2151
中村区 洪　淳道 こう整形外科 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通3-11 052-412-2151
中村区 小林　弘幸 木洩れ日こころのクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ﾋﾞﾙ3F 052-541-1112
中村区 米谷　国男 （医）誠厚会　名駅前診療所保健医療センター 450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命名古屋ﾋﾞﾙ2F 052-581-8406
中村区 古山　明夫 （医）古山医院 453-0804 名古屋市中村区黄金通1-10 052-451-8002
中村区 佐井　紹徳 サイ皮膚泌尿器科 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-39-2ｻｲ第1ﾋﾞﾙ2F 052-411-3003
中村区 齋藤　一史 さいとう外科内科皮フ科クリニック 453-0016 名古屋市中村区竹橋町11-5 052-451-2869
中村区 酒井　正喜 酒井耳鼻咽喉科医院 453-0839 名古屋市中村区長筬町3-56-1 052-412-3387
中村区 櫻井　智浩 桜井整形外科リウマチ科 453-0804 名古屋市中村区黄金通3-22 052-481-4582
中村区 佐々木　國夫 佐々木医院 453-0014 名古屋市中村区則武1-26-15 052-451-0066
中村区 佐藤　信幸 中村公園メンタルクリニック 453-0834 名古屋市中村区豊国通2-6ヴｨﾗｰｼﾞｭK 052-486-0111
中村区 柴山　久代 （医）恵友会　森田皮フ科クリニック 453-0811 名古屋市中村区豊国通6-26 052-471-3967
中村区 清水　富紀子 一般財団法人　毎日ドクター 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-3ＪＲゲートタワー26Ｆ 052-581-2526
中村区 城田　高 城田クリニック 453-0037 名古屋市中村区高道町5-3-20 052-461-3770
中村区 末継　哲行 元中村眼科 453-0047 名古屋市中村区元中村町1-5-3　エムエスTOWN中村３階 052-433-3068
中村区 鈴木　麻里 Ｄｒ．ｍａｒｉ クリニック 名古屋駅院 450-0002 名古屋市中村区名駅3-26-8KDX名古屋駅前ﾋﾞﾙ3F 052-551-8881
中村区 鈴木　葉子 ゲートタワー眼科 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-3 052-462-9211
中村区 関谷　徳子 せきや皮ふ科 453-0053 名古屋市中村区中村町7-14 052-482-2255
中村区 瀬戸　明 めいてつ瀬戸クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-1名鉄百貨店10F 052-585-2949
中村区 勢納　八郎 （医）偕行会　偕行会城西病院 453-0815 名古屋市中村区北畑町4-1 052-485-3777
中村区 高田　和夫 （医）髙田　ライフ健康クリニック 453-0046 名古屋市中村区道下町2-26 052-481-9191
中村区 髙田　統夫 （医）髙田　髙田内科クリニック 453-0046 名古屋市中村区道下町2-25 052-482-1919
中村区 滝　徳人 滝内科 453-0815 名古屋市中村区北畑町1-22 052-461-2221
中村区 竹内　栄二 介護老人保健施設　ジョイフル名駅 450-0002 名古屋市中村区名駅5-25-12 052-533-9481
中村区 竹田　信彦 （医）社団フロムファースト　竹田内科胃腸科クリニック 453-0834 名古屋市中村区豊国通3-22 052-411-2046
中村区 田島　光浩 名駅ファミリアクリニック 453-0013 名古屋市中村区亀島１－４－４ 052-459-3312
中村区 舘　敏雄 舘内科クリニック 453-0856 名古屋市中村区並木1-2 052-412-8581
中村区 舘野　文美雄 （医）たちのクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅3-26-8KDX名古屋駅前ﾋﾞﾙ3F 052-541-9130
中村区 田中　聡 太閤クリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通5-33 052-485-7877
中村区 谷　辰彦 大庭診療所 453-0809 名古屋市中村区上米野町4-28 052-451-0403
中村区 谷　能之 谷内科 453-0851 名古屋市中村区畑江通8-22 052-482-7891
中村区 谷村　葉子 マイクリニック大久保名古屋 453-0015 名古屋市中村区椿町1-16　井門名古屋ビル8F 052-459-3933
中村区 玉置　繁憲 （医）IRO　名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-25ﾒｲﾌｨｽ名駅ﾋﾞﾙ3F 052-563-7887
中村区 玉置　晋 タマキ眼科 453-0804 名古屋市中村区黄金通1-23 052-471-5097
中村区 恒川　洋 恒川クリニック 453-0801 名古屋市中村区太閤1-22-13恒川ﾋﾞﾙ4･5F 052-452-1270
中村区 寺島　照雄 医）寺島整形外科 453-0014 名古屋市中村区則武2-9-17 052-452-1911
中村区 寺島　洋治 （医）寺島整形外科 453-0014 名古屋市中村区則武2-9-17 052-452-1911
中村区 德田　衛 徳田クリニック 453-0011 名古屋市中村区千原町4-65 052-452-0031
中村区 唐渡　雅行 （医）清聖会　とわたり内科・心療内科 450-0002 名古屋市中村区名駅4-1-3ｸﾘｽﾀﾙMAﾋﾞﾙ4F 052-587-5666
中村区 中川　恒夫 （医）e元中村会　元中村診療所 453-0047 名古屋市中村区元中村町3-5-1e元中村1F 052-784-8626
中村区 中野　博 （医）福友会　八田なみき病院 453-0856 名古屋市中村区並木2-366 052-413-3151
中村区 中村　佳世 （医）暁会　中村内科 453-0053 名古屋市中村区中村町8-37 052-482-0312
中村区 中村　暁 （医）暁会　中村内科 453-0053 名古屋市中村区中村町8-37 052-482-0312
中村区 中村　常哉 中村内科クリニック 453-0859 名古屋市中村区野上町52 052-414-4431
中村区 中村　雄太 （医）暁会　中村内科 453-0053 名古屋市中村区中村町8-37 052-482-0312
中村区 西井　雅俊 （医）福友会　八田なみき病院 453-0856 名古屋市中村区並木2-366 052-413-3151
中村区 西川　達郎 西川耳鼻咽喉科医院 453-0013 名古屋市中村区亀島1-8-29 052-452-8733
中村区 丹羽　巽 丹羽眼科医院 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通2-50 052-412-1010
中村区 丹羽　敬 丹羽眼科医院 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通2-50 052-412-1010
中村区 野村　真一 （医）福友会　八田なみき病院 453-0856 名古屋市中村区並木2-366 052-413-3151
中村区 初鹿野　誠之 （医）ながや会　はじかの外科整形外科 453-0055 名古屋市中村区香取町1-24 052-412-1096
中村区 橋本　俊 医）衆済会　増子記念病院 453-0016 名古屋市中村区竹橋町35-28
中村区 長谷川　晴彦 クリニック ヘルスケアテルミナ 453-0047 名古屋市中村区元中村町1-5-3ｴﾑｴｽTOWN中村2F 052-486-1140
中村区 林　勝男 （医）HGI　名古屋内科・内視鏡クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅大名古屋ビルヂング9階 052-564-5558
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中村区 林　吉夫 林内科クリニック 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28ﾐﾉﾋﾞﾙ2F 052-561-5757
中村区 彦坂　敦也 ひこさか医院 450-0001 名古屋市中村区那古野1-46-15 052-551-0509
中村区 彦坂　博 彦坂クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-10名古屋ｸﾛｽｺｰﾄﾀﾜｰ2F 052-581-6660
中村区 菱田　仁士 （医）誠厚会　名駅前診療所保健医療センター 450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命名古屋ﾋﾞﾙ2F 052-581-8406
中村区 平井　博之 名古屋糖尿病内科クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8 052-485-7203
中村区 平野　秀夫 （医）平野整形外科 453-0044 名古屋市中村区鳥居通2-24-1 052-481-1266
中村区 福田　章二 ふくたクリニック整形外科眼科 453-0838 名古屋市中村区向島町5-28-11　2Ｆ 052-412-5200
中村区 福田　紘子 ふくたクリニック整形外科眼科 453-0838 名古屋市中村区向島町5-28-11　2Ｆ 052-412-5200
中村区 藤岡　恒之 （医）富士久会　藤岡医院 453-0044 名古屋市中村区鳥居通5-20 052-471-1451
中村区 藤田　淳士 藤田内科小児科医院 453-0801 名古屋市中村区太閤5-5-5 052-451-5721
中村区 藤田　友康 ふじたクリニック 453-0801 名古屋市中村区太閤5-5-5 052-454-3008
中村区 二村　淳子 （医）二村クリニック 453-0863 名古屋市中村区八社1-298-1 052-411-9751
中村区 細川　秀一 （医）細川外科クリニック 453-0812 名古屋市中村区西米野町1-75-2 052-481-9921
中村区 堀田　壽郎 （医）e元中村会　元中村診療所 453-0047 名古屋市中村区元中村町3-51e元中村1F 052-784-8626
中村区 堀　好博 堀産婦人科 453-0821 名古屋市中村区大宮町2-60 052-471-8900
中村区 水野　高徳 水野内科 453-0822 名古屋市中村区名西通1-18 052-481-4872
中村区 水野　健朗 水野医院 453-0809 名古屋市中村区上米野町3-37 052-452-3889
中村区 宮本　進行 はづきリウマチ科診療所 453-0053 名古屋市中村区中村町8-10-101 052-471-0095
中村区 三輪　高也 （医）誠心会　大菅病院 453-0821 名古屋市中村区大宮町1-38 052-471-5600
中村区 武藤　恵美子 ゆうゆう診療所 453-0027 名古屋市中村区大門町19 052-481-7771
中村区 村上　正 村上医院 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通4-46 052-412-0650
中村区 村上　正建 眼科村上医院 453-0053 名古屋市中村区中村町8-61 052-481-4886
中村区 村上　悦士 （医）誠厚会　名駅前診療所保健医療センター 450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19住友生命名古屋ﾋﾞﾙ2F 052-581-8406
中村区 森　孝治郎 森医院 453-0812 名古屋市中村区西米野町3-16 052-471-5611
中村区 森　茂樹 森耳鼻咽喉科クリニック 453-0828 名古屋市中村区中村本町1-95 052-481-5100
中村区 森　秀雄 森医院 453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-45 052-411-0082
中村区 安田　香苗 安田内科クリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通9-17 052-482-1401
中村区 安田　年伸 名駅２丁目クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅2-43-12東山ﾋﾞﾙ2F 052-571-5777
中村区 安田　裕 安田内科クリニック 453-0811 名古屋市中村区太閤通9-17 052-482-1401
中村区 矢野　洋 青葉クリニック 453-0035 名古屋市中村区十王町4-5ﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ本陣1･2F 052-461-0500
中村区 山内　正美 山内メンタルクリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ﾋﾞﾙ3F 052-541-1112
中村区 山崎　親雄 増子クリニック昴 453-0856 名古屋市中村区並木1-322 052-412-8211
中村区 山田　悟 山田産婦人科 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町7-5 052-412-1771
中村区 山田　正樹 一般財団法人　毎日ドクター 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-3　ＪＲゲートタワー26Ｆ 052-581-2526
中村区 山本　祐歌 糖尿病･内分泌内科 名駅東クリニック 450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-23名駅ｴﾌﾜﾝﾋﾞﾙ7F 052-586-1024
中村区 横井　隆 横井医院 453-0047 名古屋市中村区元中村町1-113 052-471-4733
中村区 横江　徳仁 こめの公園前クリニック 453-0806 名古屋市中村区大正町3-38-1 052-433-1199
中村区 横塚　太郎 （医）ひさご　クリニックかけはし 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町2-16-8 052-413-0591
中村区 吉川　兼人 吉川耳鼻咽喉科 453-0801 名古屋市中村区太閤4-7-4 052-451-5474
中村区 吉川　久夫 吉川耳鼻咽喉科 453-0801 名古屋市中村区太閤4-7-4 052-451-5474
中村区 芳川　博人 公園北クリニック 453-0041 名古屋市中村区本陣通5-112 052-411-2122
中村区 吉田　哲 名古屋循環器科・内科 450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7松岡ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F 052-533-1441
中村区 吉田　俊介 吉田クリニック 453-0841 名古屋市中村区稲葉地町5-6 052-411-5662
中村区 米田　敬 米田医院 450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-10名古屋ｸﾛｽｺｰﾄﾀﾜｰ2F 052-584-7375
中川区 青井　直樹 （医）青樹会　あおい内科 454-0877 名古屋市中川区八田町1106 052-364-2500
中川区 浅井　秀子 浅井医院 454-0826 名古屋市中川区小本本町3-100 052-361-4400
中川区 浅野　多一 浅野クリニック 454-0831 名古屋市中川区三ﾂ屋町1-9 052-353-2221
中川区 安保　泰宏 安保クリニック 454-0837 名古屋市中川区中野新町1-20 052-369-5522
中川区 安藤　浩一 あんどう皮フ科 454-0994 名古屋市中川区長須賀3-704光曜圓1F 052-737-7781
中川区 石川　敦子 野村医院 454-0802 名古屋市中川区福住町１－５ 052-351-6261
中川区 磯部　ゆみ （医）伸和會　野崎クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1903 052-303-3811
中川区 伊藤　哲也 伊藤内科 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-4-12 052-321-1888
中川区 伊藤　文哉 いとうクリニック 454-0967 名古屋市中川区戸田西3-1815 052-309-1230
中川区 伊藤　正博 富田クリニック 454-0957 名古屋市中川区かの里2-504 052-301-1212
中川区 今井　宗憲 はとりファミリークリニック 454-0976 名古屋市中川区服部3-416 052-432-2251
中川区 岩田　敦子 （医）Glendon千音寺こどもクリニック 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺土坪3770 052-446-8888
中川区 上田　素子 うえだ皮膚科内科　八田院 454-0902 名古屋市中川区花池町1-1　MY八田ビル２F 052-353-4112
中川区 氏田　剛 常磐クリニック 454-0818 名古屋市中川区松葉町2-73 052-361-0010
中川区 梅田　仁視 うめだ整形外科 454-0967 名古屋市中川区戸田西3-1702 052-309-2171
中川区 梅田　大視 糖尿病・甲状腺 春田駅前うめだクリニック 454-0985 名古屋市中川区春田3-73 052-387-6000
中川区 大澤　良充 医）純正会　名古屋西病院 454-0869 名古屋市中川区荒子2-40 052-361-0878
中川区 太田　一隆 太田内科クリニック 454-0921 名古屋市中川区中郷4-45 052-362-1771
中川区 大塚　嘉彦 （医）大塚整形外科 454-0932 名古屋市中川区中島新町3-2307 052-361-5158
中川区 大野　盛秀 大野皮膚科医院 454-0922 名古屋市中川区荒中町220 052-353-8877
中川区 大平　孝道 （医）孝慈会　大平病院 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通9-78 052-383-0303
中川区 大平寿久 （医）孝慈会　大平病院 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通9丁目78番地 052-383-0303
中川区 岡本　奈美 （医）吉祥会　岡本医院分院 454-0945 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切56 052-303-6272
中川区 岡本　富美子 （医）吉祥会　岡本医院分院 454-0945 名古屋市中川区下之一色町中ﾉ切56 052-303-6272
中川区 小川　周二 （医）生生会　まつかげシニアホスピタル 454-0926 名古屋市中川区打出2-347 052-352-3250
中川区 奥村　満麿 奥村内科 454-0847 名古屋市中川区細米町1-67 052-362-3435
中川区 柿沢　弘章 柿沢内科 454-0803 名古屋市中川区豊成町1豊成団地2号棟1F 052-361-2121
中川区 加藤　清弥 加藤内科 454-0911 名古屋市中川区高畑3-209 052-361-5995
中川区 加藤　友也 たいようﾌｧﾐﾘｰクリニック 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通1-15-5 052-355-8111
中川区 加藤　政隆 加藤クリニック 454-0046 名古屋市中川区神郷町1-24 052-362-7001
中川区 菅　栄 （医）開生会　かいせい病院 454-0804 名古屋市中川区月島町9-9 052-362-6469
中川区 北村　隆児 山王クリニック 454-0004 名古屋市中川区西日置2-3-5 052-322-4777
中川区 鬼頭　美砂紀 ミサキ皮膚科 454-0912 名古屋市中川区野田1-398 052-354-7025
中川区 黒木　遵 千音寺産婦人科 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺土坪3765 052-431-2111
中川区 小出　敬之 こいで整形外科 454-0011 名古屋市中川区山王4-5-5 052-321-8181
中川区 高坂　昌志 こうさか眼科 454-0972 名古屋市中川区新家2-1709 052-432-8880
中川区 郷治　光廣 （医）朝日医院 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-14-20 052-332-2260
中川区 小坂　清子 村瀬医院 454-0032 名古屋市中川区荒江町17ｰ13 052-361-0801
中川区 小島　宗門 （医）正進会　名古屋泌尿器科病院 454-0818 名古屋市中川区松葉町5-34 052-352-1222
中川区 小寺　玲子 小寺医院 454-0912 名古屋市中川区野田２－９１ 052-363-6110
中川区 酒井　潔 酒井医院 454-0035 名古屋市中川区八熊通6-59 052-361-0771
中川区 佐々木　良輔 あつた皮ふ科クリニック 454-0047 名古屋市中川区中野本町2-44 052-228-8820
中川区 佐藤　温 佐藤あつしクリニック 454-0872 名古屋市中川区万町403 052-352-2311
中川区 佐藤　和郎 （医）広徳会　佐藤病院 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-19-11 052-332-2707
中川区 佐藤　士郎 （医）さとう整形外科 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1304 052-304-0300
中川区 佐藤　義郎 (医)慈幸会　こもと整形外科 454-0871 名古屋市中川区柳森町1703 052-369-2233
中川区 沢田　圭司 （医）伸和會　野崎クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1903 052-303-3811
中川区 澤田　昌樹 沢田皮フ科 454-0841 名古屋市中川区押元町1-12 052-353-7733
中川区 城山　敬康 富田眼科クリニック 454-0985 名古屋市中川区春田3-9 052-302-8688
中川区 杉浦　正良 杉浦耳鼻咽喉科 454-0013 名古屋市中川区八熊1-12-13 052-321-2212
中川区 杉本　良介 高畑耳鼻咽喉科 454-0911 名古屋市中川区高畑3-83-2 052-351-3277
中川区 曽我　栄子 （医）千珠会　曽我内科クリニック 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺3133 052-431-6147
中川区 曽我　太郎 （医）千珠会　曽我内科クリニック 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺3133 052-431-6147
中川区 田崎　洋 耳鼻咽喉科田崎クリニック 454-0842 名古屋市中川区宮脇町1-141 052-365-4133
中川区 土田　健史 浅野クリニック 454-0831 名古屋市中川区三ﾂ屋町1-9 052-353-2221
中川区 内藤　紀武 若葉ファミリークリニック 454-0915 名古屋市中川区横井2-1 052-419-6363
中川区 永田　章 永田内科クリニック 454-0972 名古屋市中川区新家1-1611ｱｽﾞﾀｳﾝ医療ﾋﾞﾙ2F 052-439-2112
中川区 西垣　優子 西垣医院 454-0927 名古屋市中川区打中1-177 052-361-1851
中川区 西垣　裕 西垣医院 454-0927 名古屋市中川区打中1-177 052-361-1851
中川区 西川　源一郎 （医）西川皮フ泌尿器科 454-0946 名古屋市中川区一色新町3-1303 052-303-1212
中川区 西川　彰治 （医）西川整形外科 454-0963 名古屋市中川区水里2-333 052-303-3333

2



202１年7月1日現在

地域 登録医氏名（敬称略） 施設名 〒 住所 TEL.

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院登録医師名簿（地域別・氏名順）

中川区 西口　健二郎 （医）西口整形外科 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺字渡里2883 052-432-3003
中川区 丹羽　政宏 戸田ファミリークリニック 454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-301 052-439-0039
中川区 野崎　宗信 （医）伸和會　野崎クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1903 052-303-3811
中川区 橋本　恵里加 はしもと内科 454-0943 名古屋市中川区大当郎2-1101 052-303-1020
中川区 林　清剛 林クリニック 454-0807 名古屋市中川区愛知町2-22 052-354-5556
中川区 早瀬　修平 （医）バームリンデン　はやせ希望クリニック 454-0818 名古屋市中川区松葉町4-60 052-355-3533
中川区 坂野　哲哉 （医）一色診療所 454-0945 名古屋市中川区下之一色町波花93 052-301-6161
中川区 久田　正純 ひさだファミリークリニック 454-0932 名古屋市中川区中島新町3-1201 052-352-1000
中川区 菱田　登 （医）健会　ひしだ耳鼻咽喉科 454-0803 名古屋市中川区豊成町1豊成団地2号棟114号 052-352-6264
中川区 福井　良昌 （医）志誠会　福井皮フ科医院 454-0803 名古屋市中川区豊成町1豊成団地1号棟102号 052-351-7277
中川区 福井隆男 福井医院 454-0833 名古屋市中川区上脇町2-87 052-361-2816
中川区 福田　稔 まつば公園こどもクリニック 454-0825 名古屋市中川区好本町3-15 052-369-2230
中川区 増田　知之 （医）伸和會　野崎クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1903 052-303-3811
中川区 増森　二良 （医）良仁会　増森クリニック 454-0962 名古屋市中川区戸田3-1717 052-302-8787
中川区 欄　哲郎 （医）ませき耳鼻咽喉科 454-0945 名古屋市中川区下之一色町波花121-1 052-301-4133
中川区 松井　啓 松井医院 454-0048 名古屋市中川区元中野町3-55 052-351-9103
中川区 松本　幸三 （医）松本ファミリークリニック 454-0994 名古屋市中川区長須賀3-704光曜圓1F 052-737-5381
中川区 松本　龍夫 富田病院 454-0957 名古屋市中川区かの里1-301 052-302-4976
中川区 松山　孝治 （医）純正会　名古屋西病院 454-0869 名古屋市中川区荒子2-40 052-361-0878
中川区 水谷　清三郎 水谷クリニック 454-0936 名古屋市中川区高杉町103-8 052-353-3001
中川区 水野　照久 医）三水会　水野クリニック 454-0011 名古屋市中川区山王1-8-22 052-321-6010
中川区 三橋　勝博 （医）三橋会　ミツハシ医院 454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺三角243 052-431-4510
中川区 宮地　雅直 （医）伸和會　野崎クリニック 454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1903 052-303-3811
中川区 森　和彦 （医）八王子整形外科 454-0912 名古屋市中川区野田2-436 052-363-1112
中川区 森川　史郎 （医）安藤医院　もりかわクリニック 454-0861 名古屋市中川区荒子町大門西46 052-361-5863
中川区 山口　達也 （医）名南会　中川診療所 454-0946 名古屋市中川区一色新町3-1209-2 052-301-2631
中川区 山口　仁 山口医院 454-0962 名古屋市中川区戸田3-1901 052-302-1115
中川区 山口　芳弘 春田クリニック 454-0985 名古屋市中川区春田5-105 052-303-6673
中川区 山田　剛寛 やまだ耳鼻咽喉科 454-0972 名古屋市中川区新家1-1611ｱｽﾞﾀｳﾝ医療ﾋﾞﾙ1F 052-431-1133
中川区 山田　英明 山田内科･胃腸科 454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-2708 052-432-0036
中川区 山田　美佐子 （医）紀泉会　さくらこどもクリニック 454-0926 名古屋市中川区打出2-199-1 052-352-8128
中川区 楊　純嘉 昭和橋耳鼻咽喉科医院 454-0852 名古屋市中川区昭和橋通2-29ﾒｿﾞﾝｱｻﾋⅠ1F 052-659-0123
中川区 吉田　真理 (医）　弘明会　なかがわ在宅クリニック 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋4-8-11 052-339-2855
中川区 李　好男 うえだ皮膚科内科　高杉院 454-0936 名古屋市中川区高杉町34 052-352-1241
熱田区 青木　理彰 青木内科クリニック 456-0032 名古屋市熱田区三本松町23神宮東ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ9-203 052-881-6726
熱田区 飯野　重夫 東邦ガス診療所 456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-18 052-872-9340
熱田区 井土　一博 （医）井土医院 456-0066 名古屋市熱田区野立町3-60 052-671-3688
熱田区 井土　まゆみ （医）井土医院 456-0066 名古屋市熱田区野立町3-60 052-671-3688
熱田区 伊藤　知敬 （医）杏園会　熱田リハビリテーション病院 456-0058 名古屋市熱田区六番1-1-19 052-682-3077
熱田区 岩尾　康子 （医）陽明会　まごころの杜クリニック 456-0077 名古屋市熱田区幡野町17-10 052-228-8234
熱田区 上野　浩一郎 うえの内科クリニック 456-0059 名古屋市熱田区八番2-2-17 052-659-1501
熱田区 岡田　幸久 （医）中京クリニカル 456-0035 名古屋市熱田区白鳥3-6-17 052-671-8001
熱田区 亀島　信利 亀島クリニック 456-0034 名古屋市熱田区伝馬2-27-12 052-683-5030
熱田区 熊澤　和彦 熊澤医院 456-0035 名古屋市熱田区白鳥2-12-12 052-671-1480
熱田区 小林　昌明 金山ファミリークリニック 456-0001 名古屋市熱田区金山1-503ﾄｰﾜ金山ﾋﾞﾙ6F 052-678-7700
熱田区 小森　拓 （医）中京クリニカル 456-0035 名古屋市熱田区白鳥3-6-17 052-671-8001
熱田区 髙瀬　みゆき えんぜる皮フ科クリニック 456-0002 名古屋市熱田区金山町1-3-2 052-265-5678
熱田区 田中　博志 田中クリニック 内分泌･糖尿病内科 456-0032 名古屋市熱田区三本松町12-22　中京メディカルビル1Ｆ 052-829-0577
熱田区 東島　由一郎 とうじま内科・外科クリニック 456-0053 名古屋市熱田区一番三丁目303 052-684-4311
熱田区 中山　幹浩 なかやまクリニック 456-0058 名古屋市熱田区六番2-1-30ｱｲｺｰﾄ六番2F 052-618-6222
熱田区 西垣　士郎 （医）明眼会　西垣眼科医院 456-0058 名古屋市熱田区六番2-2-30 052-661-0067
熱田区 西本　和生 あつた神宮東クリニック 456-0032 名古屋市熱田区三本松町14-7 052-889-7870
熱田区 西本　政司 あつた神宮東クリニック 456-0032 名古屋市熱田区三本松町14-7 052-889-7870
熱田区 丹羽　直樹 日比野クリニック 456-0062 名古屋市熱田区大宝1-2-3ヴｪﾙｸﾚｰﾄ日比野B棟2F 052-678-2850
熱田区 服部　秀明 （医）三恵会　服部病院 456-0012 名古屋市熱田区沢上1-3-20 052-681-6561
熱田区 林　剛徳 白鳥皮フ科クリニック 456-0071 名古屋市熱田区明野町1-1 052-678-0088
熱田区 深谷　泰士 あつたの杜整形外科スポーツクリニック 456-0053 名古屋市熱田区一番2-9-19 052-661-7588
熱田区 堀江　明世 あつた神宮東クリニック 456-0032 名古屋市熱田区三本松町14-7 052-889-7870
熱田区 水谷　武彦 水谷整形外科・内科クリニック 456-0002 名古屋市熱田区金山町1-6-3 052-681-7712
熱田区 水谷　陽子 （医）ミズタニ　水谷病院 456-0002 名古屋市熱田区金山町1-4-3 052-681-7711
熱田区 三輪　真幹 （医）有心会　熱田クリニック 456-0074 名古屋市熱田区比々野町61-3 052-683-6810
熱田区 邨瀬　愛彦 金山レディースクリニック 456-0002 名古屋市熱田区金山町1-202東和ﾋﾞﾙ6F 052-681-2241
熱田区 山﨑　由紀子 名古屋金山駅ゆき乳腺クリニック 456-0002 名古屋市熱田区金山町1-2-3　東和ビル5Ｆ 052-678-6255
港区 伊藤　洋 クリニックいとう 455-0001 名古屋市港区七番町2-12-1 052-654-3700
港区 今井　誠司 今井医院 455-0067 名古屋市港区港北町2-37-1 052-384-0017
港区 岡本　明彦 （医）吉祥会　岡本医院本院 455-0881 名古屋市港区船頭場2-1235 052-309-2818
港区 草間　実 くさまみなとクリニック 455-0815 名古屋市港区油屋町3-5-2 052-381-9300
港区 小島　洋二 小島内科クリニック 455-0832 名古屋市港区宝神3-2314 052-384-1515
港区 児玉　裕幸 児玉クリニック 455-0863 名古屋市港区新茶屋1-1313 052-301-3050
港区 近藤　東仁 （医）東樹会　あずまリハビリテーション病院 455-0032 名古屋市港区入船2-1-15 052-653-1112
港区 酒井　徹 さかいクリニック 455-0041 名古屋市港区幸町2-39-1 052-651-7767
港区 多和田　忍 （医）TRC　たわだリハビリクリニック 455-0885 名古屋市港区八百島2-605 052-302-3001
港区 長嶋　正仁 （医）実り会　ながしま内科 455-0857 名古屋市港区秋葉2-7-1 052-303-6615
港区 羽田野　徹夫 羽田野医院 455-0842 名古屋市港区稲永4-4-15 052-381-1963
港区 服部　隆康 （医）服部内科・小児科医院 455-0825 名古屋市港区多加良浦町5-1 052-383-3030
港区 幅　麻里子 医）ＴＲＣ　たわだリハビリクリニック 455-0885 名古屋市港区八百島2-605 052-302-3001
港区 早瀬　元也 （医）弘青会　早瀬内科クリニック 455-0822 名古屋市港区甚兵衛通2-26-2 052-382-1115
港区 真野　寿雄 （医）雄蜂会　まのレディースクリニック 455-0884 名古屋市港区七反野1-806-1 052-302-8885
港区 横山　智輝 よこやまクリニック 455-0801 名古屋市港区小碓2-60 052-389-2212
西区 浅井　学 浅井内科 451-0064 名古屋市西区名西1-1-5 052-521-0984
西区 安藤　直樹 城西こどもクリニック 451-0031 名古屋市西区城西4-19-10 052-531-4970
西区 家所　良夫 家所医院 451-0063 名古屋市西区押切1-13-21 052-531-5550
西区 石黒　恭子 石黒医院 451-0082 名古屋市西区大金町5-54 052-531-8493
西区 伊藤　光 （医）慶和会　ひまわりクリニック 451-0051 名古屋市西区則武新町3-8-20 052-586-9629
西区 井戸田　力 （医）承継会　井戸田整形外科名駅スポーツクリニック 451-0045 名古屋市西区名駅2-6-5 052-541-5455
西区 井戸田　仁 （医）承継会　井戸田整形外科名駅スポーツクリニック 451-0045 名古屋市西区名駅2-6-5 052-541-5455
西区 岩田　淳 （医）さぶり整形外科 451-0031 名古屋市西区城西2-19-18 052-521-0550
西区 上野　有生 （医）葵鐘会　キャッスルベルクリニック 451-0021 名古屋市西区天塚町2-7 052-529-1333
西区 岡本　靖 岡本医院 452-0832 名古屋市西区平出町25 052-501-8831
西区 奥山　龍之介 愛知中央クリニック 452-0822 名古屋市西区中小田井2-3-1 052-504-1121
西区 海田　健宏 かいだ耳鼻咽喉科 452-0822 名古屋市西区中小田井3-167-2 052-505-3317
西区 加島　健利 かしまクリニック 452-0812 名古屋市西区玉池町351-1 052-501-6700
西区 加藤　茂 かとう内科循環器内科クリニック 451-0016 名古屋市西区庄内通1-45 052-531-7524
西区 加藤　利基 かとうホームクリニック 451-0031 名古屋市西区城西2-4-9 052-325-5805
西区 加藤　一 （医）加藤医院 452-0822 名古屋市西区中小田井3-341 052-501-6518
西区 金本　高明 かなもと内科クリニック 452-0845 名古屋市西区中沼町51 052-325-6081
西区 河合　あかり かわい内科＆皮ふ科 452-0822 名古屋市西区中小田井3-384-1 052-508-8699
西区 川合　健之 医）川合産婦人科 452-0804 名古屋市西区坂井戸町191 052-502-1501
西区 河合　宏紀 かわい内科＆皮ふ科 452-0822 名古屋市西区中小田井3-384-1 052-508-8699
西区 川上　誠 （医）川上内科整形外科 452-0814 名古屋市西区南川町112-1 052-502-1606
西区 川津　秀隆 川津呼吸器・内科 451-0064 名古屋市西区名西1-17-17 052-528-1077
西区 鬼頭　俊行 （医）きとう小児科医院 451-0015 名古屋市西区香呑町4-28 052-521-7677
西区 木股 　貴哉 （医）貴友会　あおい在宅診療所 451-0064 名古屋市西区名西2-33-10　東芝名古屋ビル８Ｆ 052-784-7263
西区 工藤　秀寛 加藤寿クリニック 452-0815 名古屋市西区八筋町257 052-504-5231
西区 黒川　剛 名鉄病院 451-8511 愛知県名古屋市西区栄生2-26-11 052-551-6121
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西区 小崎　誠三 こざき女性クリニック 451-0025 名古屋市西区上名古屋2-26-7 052-522-3366
西区 小崎　均 こざき女性クリニック 451-0025 名古屋市西区上名古屋2-26-7 052-522-3366
西区 後藤　正己 後藤医院 451-0042 名古屋市西区那古野2-11-13 052-551-5028
西区 小林　美恵 （医）恵愛会　小林病院 451-0071 名古屋市西区鳥見町2-39 052-521-9371
西区 小山　慎郎 かしの木こどもクリニック 452-0847 名古屋市西区野南町４１ 052-501-1233
西区 坂倉　一義 坂倉医院 451-0042 名古屋市西区那古野1-10-8 052-551-0514
西区 櫻井　敏 （医）桜井医院 452-0805 名古屋市西区市場木町286 052-501-0165
西区 佐々木　諭実彦 なかおたいクリニック 452-0822 名古屋市西区中小田井5-188 052-509-2876
西区 佐野　貴史 （医）士正会　庄内クリニック 451-0072 名古屋市西区笠取町4-108　シャトーレ笠取1Ｆ 052-528-5388
西区 新谷　紘一 （医）新樹会　シンタニ皮膚科 451-0024 名古屋市西区秩父通2-74-1 052-524-1676
西区 新谷　洋一 （医）新樹会　シンタニ皮膚科 451-0024 名古屋市西区秩父通2-74-1 052-524-1676
西区 須藤　真由美 須藤医院 451-0035 名古屋市西区浅間2-9-5 052-523-4112
西区 高田　勝利 高田医院 451-0024 名古屋市西区秩父通1-52 052-531-1122
西区 高田　正夫 （医）二高会　消化器科高木医院 451-0052 名古屋市西区栄生3-8-27 052-551-7594
西区 髙田　康夫 （医）髙田内科医院 451-0041 名古屋市西区幅下1-11-24 052-571-0124
西区 玉井　直樹 玉井眼科 452-0814 名古屋市西区南川町9 052-502-2002
西区 竹山　俊昭 （医）春和会リーフクリニック名駅 451-0042 名古屋市西区那古野2-25-11 052-551-5151
西区 多和田　英夫 （医）光寿会　多和田医院 451-0025 名古屋市西区上名古屋2-15-23 052-531-1263
西区 恒川　博 （医）恒川内科小児科医院 451-0053 名古屋市西区枇杷島1-6-32 052-531-0737
西区 寺部　靖人 （医）桜椛会　てらべ整形外科 452-0847 名古屋市西区野南町95 052-325-3880
西区 中村　泰人 なかむら内科 451-0025 名古屋市西区上名古屋1-14-23 052-521-7667
西区 成田　肇 菊井クリニック 451-0045 名古屋市西区名駅2-1-3 052-551-4377
西区 西村　邦宏 （医）成和会　西村耳鼻咽喉科・皮ふ科 452-0814 名古屋市西区南川町293 052-501-6607
西区 西村　成保 （医）成和会　西村耳鼻咽喉科・皮ふ科 452-0814 名古屋市西区南川町293 052-501-6607
西区 橋川　観 （医）大医研　橋川クリニック 451-0062 名古屋市西区花の木3-16-17 052-531-0510
西区 林　信彦 林整形外科クリニック 452-0809 名古屋市西区花原町16-4 052-505-7535
西区 林　祐次 はやしクリニック 451-0052 名古屋市西区栄生1-32-12 052-571-7976
西区 伴　和彦 新道内科クリニック 451-0043 名古屋市西区新道2-5-7 052-588-0160
西区 藤田　史岳 （医）ふじたファミリークリニック 452-0806 名古屋市西区五才美町112 052-509-5755
西区 普天間　新生 天野記念クリニック 451-0025 名古屋市西区上名古屋4-3-6 052-521-2788
西区 堀田　義弘 堀田病院 451-0013 名古屋市西区江向町6-54 052-521-5527
西区 前川　広美 まえかわ耳鼻咽喉科 451-0071 名古屋市西区鳥見町1-33ﾊﾞｰﾄﾞYMﾊｲﾂ1F 052-532-3387
西区 馬嶋　邦通 まじま医院 451-0014 名古屋市西区又穂町6-13 052-531-4873
西区 増井　利彦 （医）士正会　庄内クリニック 451-0072 名古屋市西区笠取町4-108ｼｬﾄｰﾚ笠取1F 052-528-5388
西区 松井　基治 松井醫院 451-0025 名古屋市西区上名古屋2-5-7茂里川ﾋﾞﾙ2F 052-508-5201
西区 松岡　徹 （医）耳鼻咽喉科まつおか医院 451-0042 名古屋市西区那古野2-7-8 052-551-0673
西区 松葉　周三 松葉内科 451-0077 名古屋市西区笹塚町1-3-1 052-529-2211
西区 松久　栄四郎 （医）松久医院 451-0043 名古屋市西区新道1-2-23 052-571-4639
西区 松本　義隆 社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック 451-6003 名古屋市西区牛島町名古屋ルーセントタワー３階 052-569-6030
西区 水野　俊一 （医）かえで会　水野ハートクリニック 451-0015 名古屋市西区香呑町2-70 052-523-8101
西区 宮田　充樹 （医）大樹会　宮田医院 451-0061 名古屋市西区浄心2-3-2 052-531-9111
西区 三輪　美佐 庄内通レディースクリニック 451-0015 名古屋市西区香呑町6-50ﾉｰｽﾃﾗｽ庄内通1F 052-522-3800
西区 六鹿　正文 むしかレディースクリニック 451-0043 名古屋市西区新道2-5-7　中京メディカルビル2Ｆ 052-583-5556
西区 村上　和之 （医）友仁会　村上クリニック 451-0062 名古屋市西区花の木3-14-4 052-531-2271
西区 村藤正幸　 さこう駅前クリニック 451-0052 名古屋市西区栄生2-3-11 052-583-5070
西区 望月　園美 （医）もちづき皮フ科クリニック 452-0807 名古屋市西区歌里町108 052-505-3155
西区 森　光春 （医）心月会　じょうど医院 451-0072 名古屋市西区笠取町1-50 052-531-7488
西区 山川　毅 （医）りうごう会　やまかわこどもクリニック 452-0815 名古屋市西区八筋町158-1 052-502-5021
西区 山本　さやか （医）恵愛会　小林病院 451-0071 名古屋市西区鳥見町2-39 052-521-9371
西区 山本　茂樹 （医）恵愛会　小林病院 451-0071 名古屋市西区鳥見町2-39 052-521-9371
西区 横井　政秀 横井整形外科 451-0014 名古屋市西区又穂町3-68 052-528-1011
西区 横井　昌哉 横井医院 451-0053 名古屋市西区枇杷島3-9-1 052-531-0308
西区 米川　俊 米川医院 451-0062 名古屋市西区花の木3-12-25 052-531-3050
西区 米田　忠正 よねだ整形リハビリクリニック 451-0053 名古屋市西区枇杷島1-18-4 052-528-5181
西区 米田　實 （医）米田病院 451-0053 名古屋市西区枇杷島1-11-5 052-521-6406
西区 龍華　一男 リウゲ内科名駅クリニック 451-0045 名古屋市西区名駅2-11-3 052-541-0555
西区 龍華　二郎 リウゲ内科小田井クリニック 452-0805 名古屋市西区市場木町151 052-503-3636
西区 立家　康至 康友クリニック 452-0846 名古屋市西区浮野町21-1 052-505-0332
西区 若松　建一 わかまつ医院 451-0051 名古屋市西区則武新町3-1-140 052-581-0889
西区 渡邊　祐美 （医）渡辺医院 451-0016 名古屋市西区庄内通1-38 052-531-8640
西区 渡邊　英嗣 （医）渡辺医院 451-0016 名古屋市西区庄内通1-38 052-531-8640
中区 青木　淳 （医）青木クリニック 460-0003 名古屋市中区錦1-20-8ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ名古屋伏見ﾋﾞﾙ3F 052-202-1616
中区 青木　勝 （医）青木クリニック 460-0003 名古屋市中区錦1-20-8ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ名古屋伏見ﾋﾞﾙ3F 052-202-1616
中区 浅井　光興 （医）格医会　可世木婦人科ARTクリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-2-29　名古屋広小路プレイス7Ｆ 052-251-8801
中区 芦原　睦 芦原内科・心療内科 460-0022 名古屋市中区金山1-15-10　NFC金山駅前ビル７０１ 052-322-0556
中区 安藤　篤 つるまい耳鼻咽喉科 460-0012 名古屋市中区千代田2-9-16　ハレラニ千代田１Ｆ 052-265-9511
中区 安藤　由明 あんどう乳腺クリニック 460-0022 名古屋市中区金山2-1-22ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ金山2　1F 052-253-8281
中区 飯田　忠史 （医）芳栄会　飯田レディースクリニック 460-0007 名古屋市中区新栄3-2-1 052-241-0512
中区 生田　克夫 いくたウィメンズクリニック 460-0008 名古屋市中区栄3-15-27名古屋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3F 052-263-1250
中区 井口　清吾 東京トータルライフクリニック名古屋分院 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 052-265-9311
中区 磯部　智 磯部内科クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-971-0515
中区 伊藤　達也 西大須　伊藤内科・血液内科 460-0011 名古屋市中区大須1-21-41 052-201-1616
中区 伊藤　靖敏 （医）藤濱会　いとう医院 460-0011 名古屋市中区大須2-28-32 052-219-2227
中区 伊藤　由加志 ＳＬ外科･乳腺クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ4F 052-971-6269
中区 岩瀬　弘明 岩瀬内科・消化器内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-951-1255
中区 大岩　哲哉 おおいわ消化器クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞル8F 052-959-5560
中区 大西　山大 （医）社団　広域白報会　なごや在宅診療所 460-0012 名古屋市中区千代田5-11-11　ST　PLAZA　TSURUMAI東館２F052-212-9388
中区 大野　秀樹 おおの内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-971-0950
中区 岡田　章 （医）斯文会　岡田内科 460-0013 名古屋市中区上前津1-12-7 052-321-7071
中区 岡田　英幹 おかだウィメンズクリニック 460-0024 名古屋市中区正木4-8-7れんが橋ﾋﾞﾙ3F 052-683-0018
中区 荻久保　修 MOTETTO鶴舞クリニック 460-0012 名古屋市中区千代田2-8-7　モテット鶴舞公園1Ｆ 052-212-9380
中区 奥田　宣男 （医）敬愛会　奥田クリニック 460-0003 名古屋市中区錦1-4-28 052-231-5707
中区 奥村　聡 おくむらハートクリニック 460-0024 名古屋市中区正木1-2-33 052-332-3321
中区 奥山　真司 仁大クリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-14-9金山長谷川ﾋﾞﾙ9F 052-331-8019
中区 尾関　知子 おぜき内科 460-0012 名古屋市中区千代田3-3-8ﾚｼﾞﾃﾞｨｱ鶴舞1F 052-331-6808
中区 越知　正憲 おち夢クリニック名古屋 460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12久屋ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ8F 052-968-2203
中区 落合　尚美 マーメイドクリニック栄 460-0003 名古屋市中区錦3-5-15　パークウエストビル２Ｆ 052-746-9977
中区 可世木　成明 （医）格医会　可世木婦人科ARTクリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-2-29　名古屋広小路プレイス7Ｆ 052-251-8801
中区 勝又　一臣 （医）勝又病院 460-0007 名古屋市中区新栄1-32-22 052-241-0408
中区 加藤　千豊 医）薦乙会　かとうせんとよレディスクリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-13-18ﾍﾞﾙﾃﾞﾏｰﾚﾋﾞﾙ5F 052-339-0033
中区 加藤　真知子 加藤医院 460-0004 名古屋市中区新栄町3-13加藤ﾋﾞﾙ2F 052-951-3114
中区 加藤　泰久 栄かとうクリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-961-3001
中区 加納　武夫 （医）知泉会　加納産婦人科 460-0011 名古屋市中区大須3-16-25 052-261-7777
中区 亀井　三博 （医）博傘会　亀井内科・呼吸器科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ6F 052-951-2577
中区 川瀬　守智 金山ペインクリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-14-9長谷川ﾋﾞﾙ4F 052-265-7441
中区 神原　政孝 かんばらクリニック 460-0007 名古屋市中区新栄3-8-26 052-241-0390
中区 岸　克彦 岸内科 460-0024 名古屋市中区正木1-13-4 052-321-0660
中区 北川　裕章 北川くりにっく 460-0022 名古屋市中区金山1-9-20昌伸ﾋﾞﾙ1･2F 052-322-8380
中区 木村　彰良 （医）木村クリニック 460-0012 名古屋市中区千代田4-4-18 052-332-0011
中区 木村　あんな （医）木村クリニック 460-0012 名古屋市中区千代田4-4-18 052-332-0011
中区 葛谷　元 （医）葛谷クリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-17-20 052-261-3700
中区 久野　菊美 はるかクリニック 460-0007 名古屋市中区新栄2-2-1ｲﾉﾌｨｽﾋﾞﾙ3F 052-263-8731
中区 倉橋　真人 （医）倉橋クリニック 460-0003 名古屋市中区錦2-5-31長者町相互ﾋﾞﾙ3F 052-212-0991
中区 近藤　育代 こんどう女性クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ7F 052-951-0500
中区 近藤　規之 内科・皮膚科　テラッセ納屋橋クリニック 460-0008 名古屋市中区栄1-2-3　プラウドタワー名古屋栄201 052-222-0900
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中区 坂本　いずみ さかもと内科腎クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ6F 052-961-2061
中区 佐々木　順子 佐々木小児科放射線科内科医院 460-0008 名古屋市中区栄4-14-10 052-241-3776
中区 椎尾　啓輔 （医）順秀会　スカイﾙ内科 460-0008 名古屋市中区栄3-4-5栄ｽｶｲﾙﾋﾞﾙ11階 052-241-2111
中区 清水　絵麻 としわ会診療センターレクリニック 460-0022 名古屋市中区金山5-5-11 052-882-1048
中区 清水　秀康 としわ会診療センターレクリニック 460-0022 名古屋市中区金山5-5-11 052-882-1048
中区 杉浦　智子 （医）ともこL.C.　ともこレディースクリニック 460-0003 名古屋市中区錦3-22-13栄町ﾋﾞﾙ西館4F 052-950-7777
中区 杉山　正子 すぎやまレディスクリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-971-0930
中区 竹内　健二 日本福祉大学付属クリニックさくら 460-0012 名古屋市中区千代田4-5-3 052-212-7001
中区 竹内　幹人 パークサイド栄クリニック 460-0008 名古屋市中区栄3-31-7大河内ﾋﾞﾙ5F 052-262-2030
中区 多和田　俊保 たわだ泌尿器科 460-0011 名古屋市中区大須3-14-43　大須第二アメ横ビル3Ｆ 052-238-3555
中区 津下　圭太郎 警察共済組合愛知県支部診察所 460-0001 名古屋市中区三の丸2-1-1 052-951-1611
中区 恒川　誠 （医）恒川内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-951-1265
中区 恒吉　雅弘 恒吉クリニック 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-11第46KTﾋﾞﾙ1F 052-231-3256
中区 坪根　幹夫 セントラル皮膚科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ7F 052-973-0495
中区 中川　喬市 （医）喬順会　中川内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-951-7532
中区 中川　順市 （医）喬順会　中川内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-951-7532
中区 中村　あずみ 婦人科　可世木クリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-14-9　長谷川ビル8Ｆ 052-324-7701
中区 夏目　紘 夏目泌尿器科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ6F 052-971-5715
中区 成田　収 （医）成田育成会　成田病院 460-0011 名古屋市中区大須1-20-30 052-221-1595
中区 野垣　岳志 （医）野垣　野垣クリニック 460-0008 名古屋市中区栄1-10-16 052-231-5295
中区 橋本　博行 （医）博惠会　橋本内科 460-0008 名古屋市中区栄1-11-18 052-231-6595
中区 長谷川　鐘三 （医）長谷川内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ7F 052-961-5923
中区 波多野　敬 はたの医院 460-0008 名古屋市中区栄4-16-36　久屋中日ﾋﾞﾙ2F 052-253-7370
中区 服部　忠夫 栄セントラル耳鼻科 460-0008 名古屋市中区栄3-27-5栄ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F 052-241-3387
中区 服部　達哉 本町クリニック服部神経内科 460-0008 名古屋市中区栄3-20-29 052-249-0101
中区 服部　正樹 服部内科クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ7F 052-962-8500
中区 濱田　洋司 はまだ代謝内科 460-0004 名古屋市中区新栄町１－３ 052-957-3701
中区 林　秀樹 （医）うたし会　クリニックロタージェ 460-0003 名古屋市中区錦3-24-24錦324ﾋﾞﾙ7F 052-228-9265
中区 平本　明徳 さかえ血管外科・循環器クリニック 460-0008 名古屋市中区栄3-7-22　栄９２８ビル６F 052-212-8523
中区 福澤　加奈子 福澤内科・皮フ科クリニック 460-0003 名古屋市中区錦2-14-20 052-218-8882
中区 福澤　良彦 福澤内科・皮フ科クリニック 460-0003 名古屋市中区錦2-14-20 052-218-8882
中区 福田　直行 （医）名古屋栄クリニック 460-0008 名古屋市中区栄5-27-3 052-251-6661
中区 福原　政作 名古屋栄駅前　ふくはら大腸肛門外科・消化器内科 460-0008 名古屋市中区栄4-2-7　栄イーストビル５F 052-252-5021
中区 藤岡　憲 医）葛谷クリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-17-20 052-261-3700
中区 古田　てるひ ふるたアメ横内科クリニック 460-0011 名古屋市中区大須3-14-43第二ｱﾒ横ﾋﾞﾙ3F 052-238-6060
中区 古田　敏也 ふるたアメ横内科クリニック 460-0011 名古屋市中区大須3-14-43第二ｱﾒ横ﾋﾞﾙ3F 052-238-6060
中区 本多　英邦 （医）輝山会　名古屋東栄クリニック 460-0008 名古屋市中区栄2-11-25 052-201-1111
中区 前田　重明 やまうち消化器内科クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ6F 052-957-2488
中区 正橋　鉄夫 まさはしレディスクリニック 460-0008 名古屋市中区栄3-6-20辰晃ﾋﾞﾙ3F 052-263-1103
中区 眞野　博 （一般財）近畿健康管理センター　KKCウエルネス名古屋健診クリニック 460-8422 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル１１F 052-331-2325
中区 三浦　利重 岩瀬内科・消化器内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-951-1255
中区 水野　清 （医）輝山会　名古屋東栄クリニック 460-0008 名古屋市中区栄2-11-25 052-201-1111
中区 水野　芳樹 （医）士正会　栄エンゼルクリニック 460-0008 名古屋市中区栄5-4-12 052-238-0266
中区 森　理 もりもり小児科 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ﾋﾞﾙ3F 052-243-0130
中区 森　孝生 セントラル小児科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-971-6237
中区 森　紀樹 森内科クリニック 460-0014 名古屋市中区富士見町15-18 052-331-2725
中区 森川　建基 （医）森川クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ8F 052-961-1709
中区 安井　健二 栄KENハートクリニック 460-0008 名古屋市中区栄3-6-20辰晃ﾋﾞﾙ6F 052-252-0770
中区 柳原　尚 名古屋栄ペインクリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-2-29名古屋広小路ﾌﾟﾚｲｽ2F 052-262-1377
中区 山内　学 やまうち消化器内科クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1丁目3番地日丸名古屋ビル6F 052-957-2488
中区 山川　育夫 （医）山川内科 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ5F 052-951-1211
中区 山田　和弘 （株）山田産業医事務所 460-0002 名古屋市中区丸の内2-12-8　AREX丸の内804 052-684-4583
中区 山田　健二 やまだクリニック 460-0008 名古屋市中区栄4-16-36　久屋中日ﾋﾞﾙ2F 052-263-7301
中区 横山　正 よこやまIBDクリニック 460-0022 名古屋市中区金山1-14-9長谷川ﾋﾞﾙ4F
中区 渡辺　正樹 神経内科渡辺クリニック 460-0004 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F 052-955-5060
中区 渡辺　吉博 わたなべクリニック 460-0011 名古屋市中区大須4-3-1ｸﾞﾘﾅﾘｰ南久屋1F 052-243-0200
北区 相山　敏之 （医）相山会　あいやまクリニック 462-0841 名古屋市北区黒川本通3-8 052-919-2001
北区 足立　信幸 あだち内科クリニック 462-0015 名古屋市北区中味鋺3-1001 052-902-5677
北区 伊藤　隆文 （医）大真会　大隈病院 462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-34 052-991-2111
北区 上野　直樹 （医）昇樹会　産科婦人科上野レディスクリニック 462-0825 名古屋市北区大曽根1-29-33 052-981-1184
北区 上野　美智代 宮永医院 462-0845 名古屋市北区柳原2-1-12 052-981-6454
北区 浦野　修 浦野医院 462-0816 名古屋市北区平安通1-1ｽﾃｰｼｮﾝ平安通1F 052-915-5363
北区 上床　邦彦 うわとこクリニック 462-0825 名古屋市北区大曽根2-7-18 052-991-4602
北区 岡平　樹洋 おかひらクリニック 462-0861 名古屋市北区辻本通3-24-1 052-915-0007
北区 片山　博 片山内科 462-0059 名古屋市北区駒止町2-40東洋ﾋﾞﾙ 052-914-8000
北区 上條　隆司 （医）なごやか浩隆会　なごやかこどもクリニック 462-0816 名古屋市北区平安通2-1-14ｶﾄﾚｱﾋﾞﾙ1F 052-911-7580
北区 木全　文夫 きまたクリニック 462-0843 名古屋市北区田幡1-12-12 052-938-3311
北区 小林　邦生 （医）忠恕会　小林内科 462-0841 名古屋市北区黒川本通3-67 052-915-5571
北区 近藤　紀子 おおぞね内科クリニック 462-0825 名古屋市北区大曽根4-13-28 052-910-1230
北区 佐竹　重彦 (医)青嶺会　木の香往診クリニック 462-0059 名古屋市北区駒止町2-22 052-908-8421
北区 澤野　隆志 （医）あちは　澤野医院 462-0035 名古屋市北区大野町2-23-3 052-981-6214
北区 山東　元樹 （医）優藍会　中切パークサイドクリニック 462-0051 名古屋市北区中切町2-10 052-914-2008
北区 新城　博之 若葉通クリニック 462-0854 名古屋市北区若葉通1-15-2ｱﾏｰﾚ若葉通1F 052-914-7202
北区 瀬嵜　良三 （医）有心会　おおぞねメディカルクリニック 462-0819 名古屋市北区平安2-2-14 052-915-9301
北区 瀨田　浩之 セタクリニック 462-0841 名古屋市北区黒川本通4-38-1ｶｰｻﾋﾞｱﾝｶ黒川2F 052-325-6699
北区 高橋　潔 （医）高橋メンタルクリニック 462-0825 名古屋市北区大曽根3-5-15大曽根朝日ﾏﾝｼｮﾝ202 052-915-7200
北区 竹内　昭裕 竹内耳鼻咽喉科 462-0002 名古屋市北区六ｹ池町17-1 052-903-1187
北区 竹中　茂晴 （医）藍靖会　たけなか外科内科こどもクリニック 462-0047 名古屋市北区金城町4-72 052-916-2161
北区 竹中　拡晴 （医）藍靖会　たけなか外科内科こどもクリニック 462-0047 名古屋市北区金城町4-72 052-916-2161
北区 竹中　基晃 （医）心和　たけなかクリニック 462-0825 名古屋市北区大曽根3-7-3 052-910-3663
北区 近田　和余 （医）和々会　堀田医院 462-0043 名古屋市北区八代町2-74 052-991-8581
北区 津金　恭司 （医）英会　つがねクリニック 462-0023 名古屋市北区安井4-14-63 052-911-8686
北区 津田　斉 津田クリニック 462-0843 名古屋市北区田幡2-18-9 052-982-0082
北区 土井　清孝 あさみ耳鼻咽喉科医院 462-0045 名古屋市北区敷島町52 052-916-4133
北区 中村　陽一 （医）たいようこどもクリニック 462-0841 名古屋市北区黒川本通5-22-1 052-911-3211
北区 西本　淳子 （医）もしもしこどもクリニック 462-0845 名古屋市北区柳原2-12-26 052-912-6582
北区 橋本　晋平 橋本整形外科クリニック 462-0026 名古屋市北区荻野通1-38-1 052-910-0777
北区 平竹　貫二 （医）平竹クリニック 462-0045 名古屋市北区敷島町48-1 052-914-3240
北区 平林　崇樹 上飯田泌尿器科内科クリニック 462-0805 名古屋市北区八龍町1-56 052-325-2411
北区 堀田　巖 （医）和々会　堀田医院 462-0043 名古屋市北区八代町2-74 052-991-8581
北区 真砂　敦夫 （医）大真会　大隈病院 462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-34 052-991-2111
北区 松清　有美香 くろかわ内科・健診クリニック 462-0044 名古屋市北区元志賀町1-4-1 052-908-8181
北区 矢崎　正一 北医療生活協同組合　北病院 462-0804 名古屋市北区上飯田南町2-88 052-915-2301
北区 梁川　鉄男 （医）やながわクリニック 462-0035 名古屋市北区大野町3-16 052-919-6711
北区 山下　伸子 名古屋市重症心身障害児者施設　ﾃｨﾝｸﾙなごや 462-0057 名古屋市北区平手町1-1-5 052-916-0333
北区 山田　敬子 （医）金城クリニック 462-0847 名古屋市北区金城3-4-5 052-918-7580
北区 山田　洋 胃腸科外科山田クリニック 462-0043 名古屋市北区八代町2-82 052-913-1306
北区 山田　長生 山田医院 462-0026 名古屋市北区萩野通2-10 052-981-2033
北区 山田　泰弘 （医）金城クリニック 462-0847 名古屋市北区金城3-4-5 052-918-7580
北区 山根　則夫 やまね病院 462-0014 名古屋市北区楠味鋺4-1524 052-901-3255
北区 吉田　統彦 あじま眼科クリニック 462-0014 名古屋市北区楠味鋺2-1704 052-902-8811
東区 磯部　和男 近藤医院 461-0032 名古屋市東区出来町1-10-27 052-935-3010
東区 伊藤　加奈子 ココカラウィメンズクリニック 461-0001 名古屋市東区泉1-23-36NBN泉ﾋﾞﾙ4F 052-950-5077
東区 伊藤　貴 （医）恵心会　いとう整形外科・外科 461-0022 名古屋市東区東大曽根町39-9 052-935-5965
東区 伊藤　崇浩 しらかべ内科　糖尿病・高血圧・甲状腺クリニック 461-0011 名古屋市東区白壁2-401 052-265-5305
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東区 伊藤　弘美 （医）はなみ会　伊藤耳鼻咽喉科東診療所 461-0049 名古屋市東区古出来1-2-22 052-723-8709
東区 伊藤　義浩 ココカラハートクリニック 461-0001 名古屋市東区泉1-23-36NBN泉ﾋﾞﾙ4F 052-953-9373
東区 芋瀬　基明 （医）育寿会　MIWA内科胃腸科CLINIC葵 461-0004 名古屋市東区2-14-14　M－stage　Aoi 1F 052-933-1177
東区 梅村　敬治郎 （医）春和会　もくれんクリニック 461-0001 名古屋市東区泉2-21-25　高岳院ﾋﾞﾙ7F 052-934-7122
東区 太田　聡 太田眼科クリニック 461-0045 名古屋市東区砂田橋4-1-52 052-725-3722
東区 大塚　亨 全国土木建築国民健康保険組合　中部健康管理センター 461-0002 名古屋市東区代官町34-25 052-979-5010
東区 大庭　拓 からだと心　泉やわらかクリニック 461-0001 名古屋市東区泉1-10-23　パムスガーデン2Ｆ 052-971-3711
東区 大輪　芳裕 荒川医院 461-0001 名古屋市東区泉1-5-24 052-971-0082
東区 奥村　豊 おくむらレディスクリニック 461-0034 名古屋市東区豊前町2-68山田ﾋﾞﾙ北館1F 052-935-0596
東区 小栗　大吉 （医）社団小栗会清水口脳神経クリニック 461-0011 名古屋市東区白壁2-6-20 052-265-9674
東区 小栗　雄介 清水口整形外科クリニック 461-0011 名古屋市東区白壁2-6-1 052-957-6360
東区 尾崎　敦子 尾崎クリニック 461-0021 名古屋市東区大曽根1-2-25 052-914-0378
東区 小澤　裕子 （医）有心会　砂田橋クリニック 461-0043 名古屋市東区大幸4-1417 052-719-5001
東区 加藤　久視 加藤内科クリニック 461-0013 名古屋市東区飯田町34ｲｲﾀﾞﾏﾁﾊｳｽ1F 052-935-6000
東区 金井　賢太郎 桜通り葵クリニック 461-0004 名古屋市東区葵3-12-7　AMS葵３　１F 052-990-1061
東区 木本　昌子 （医）丸井医院 461-0001 名古屋市東区泉2-19-2 052-931-0601
東区 小池　明 小池ハートクリニック 461-0049 名古屋市東区古出来1-1-1 052-723-2277
東区 洪　尚樹 （医）洪内科クリニック 461-0004 名古屋市東区葵3-23-3第14ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ1F 052-930-1311
東区 後藤　直 後藤医院 461-0001 名古屋市東区泉2-18-12 052-931-0971
東区 小沼　博嗣 （医）博志会　小沼内科 461-0045 名古屋市東区砂田橋3-2大幸東団地101棟108号 052-723-1888
東区 小林　進 小林メンタルクリニック 461-0004 名古屋市東区葵3-18ｰ15坂角葵ﾋﾞﾙ3F 052-933-3431
東区 新藤　和代 名古屋東女性のクリニック 461-0034 名古屋市東区豊前町3-19-1 052-508-8358
東区 杉田　裕輔 おなか内科東白壁クリニック 461-0027 名古屋市東区芳野1-1-15 052-908-3721
東区 高井　美津子 徳川皮フ科内科クリニック 461-0024 名古屋市東区山口町15-8 052-932-8917
東区 髙瀬　理恵 名古屋市医師会健診センター 461-0004 名古屋市東区葵1-18-14 052-937-8460
東区 高橋　勝也 高橋内科クリニック 461-0016 名古屋市東区上竪杉町7 052-951-3768
東区 多賀谷　満彦 しらかべ耳鼻科･小児科 461-0027 名古屋市東区芳野1-2-1 052-936-8733
東区 田村　有人 （医）春和会　もくれんクリニック 461-0001 名古屋市東区泉2-21-25　高岳院ﾋﾞﾙ7F 052-934-7122
東区 飛田　拓哉 安心生活在宅クリニックあおい 461-0004 名古屋市東区葵3-14-3 052-508-8069
東区 外山　淳治 （医）名古屋澄心会　名古屋ハートセンター 461-0045 名古屋市東区砂田橋1-1-14 052-719-0810
東区 中野　聡 (医)育寿会　ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ葵 461-0004 名古屋市東区葵2-14-14M-stageAoi1F 052-933-1177
東区 平松　憲樹 平樹クリニック 461-0049 名古屋市東区古出来3-1-8 052-723-8008
東区 前田　惠子 （医）社団春和会　もくれんクリニック 461-0001 名古屋市東区泉2-21-25　高岳院ﾋﾞﾙ7F 052-934-7122
東区 増井　靖彦 くるまみちクリニック 461-0003 名古屋市東区筒井3-26-25第29ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ2F 052-932-1666
東区 南　三郎 （医）友愛会　オズモール内科クリニック 461-0022 名古屋市東区東大曽根町21-8 052-918-0012
千種区 青木　耕治 青木産婦人科クリニック 464-0850 名古屋市千種区今池1-5-10 052-733-2198
千種区 浅野　眞一 本山第一クリニック 464-0807 名古屋市千種区東山通1-10-1　本山ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ2F 052-781-7700
千種区 安藤　正昭 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 464-0850 名古屋市千種区今池1-8-4 052-732-2200
千種区 飯野　好明 フラワーベルＡＲＴクリニック 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1 052-764-0010
千種区 伊東　輝朋 伊東内科クリニック 464-0832 名古屋市千種区山添町1-26 052-751-5588
千種区 井上　夏夫 井上内科クリニック 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1 052-764-5516
千種区 岩間　汪美 （医）オリエンタルクリニック 464-0850 名古屋市千種区今池1-8-5 052-741-5181
千種区 大石　睦夫 大石ファミリ－クリニック 464-0076 名古屋市千種区豊年町16-7 052-722-1133
千種区 荻野　敦史 （医）光が丘内科クリニック 464-0006 名古屋市千種区光が丘1-16-20 052-725-3337
千種区 奥村　文美典 奥村クリニック 464-0850 名古屋市千種区今池3-16-12三貴ﾋﾞﾙ2F 052-745-9511
千種区 甲斐　一成 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 464-0850 名古屋市千種区今池1-8-4 052-732-2200
千種区 垣屋　聡 かきや内科　糖尿病・甲状腺クリニック 464-0834 名古屋市千種区日岡町２－５２ 052-757-3456
千種区 樫尾　富二 樫尾クリニック 464-0064 名古屋市千種区山門町1-78 052-752-1117
千種区 加藤　秀平 （医）順秀会　東山内科 464-0807 名古屋市千種区東山通5-103 052-781-1235
千種区 加藤　秀幸 打越かとうクリニック 464-0025 名古屋市千種区桜が丘295第8ｵｵﾀﾋﾞﾙ2F 052-781-0711
千種区 加藤　豊 （医）豊隆会　ちくさ病院 464-0850 名古屋市千種区今池南４番１号 052-741-533１
千種区 加藤　佳美 医）昌峰会　加藤病院 464-0821 名古屋市千種区末盛通2-15 052-751-1596
千種区 加藤　良三 加藤医院 464-0087 名古屋市千種区清明山1-11-20 052-723-0511
千種区 川脇　伸彦 川脇クリニック 464-0075 名古屋市千種区内山3-25-6千種ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ3F 052-733-1266
千種区 熊谷　幸治郎 （医）ペイン池下クリニック 464-0074 名古屋市千種区仲田2-12-10 052-757-3010
千種区 小口　光昭 小口整形外科 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1ｻﾝｸﾚｱ池下4F 052-759-2006
千種区 小林　昌義 （医）二昌会　小林整形外科 464-0850 名古屋市千種区今池3-16-12三貴ﾋﾞﾙ1F 052-733-5200
千種区 近藤　健治 （医）健諒会　こんどう整形外科リウマチクリニック 464-0071 名古屋市千種区若水3-5-23MGﾌｧｰｽﾄ1F 052-725-7888
千種区 齋藤　稔 さいとう内科クリニック 464-0074 名古屋市千種区仲田2-12-10 052-764-3300
千種区 杉山　理 (医）すぎやま内科 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 052-763-8085
千種区 鈴木　聖子 すずこどもクリニック 464-0071 名古屋市千種区若水3-27-15 052-723-4151
千種区 西脇　知子 池下ファミリー耳鼻科 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1ｻﾝｸﾚｱ池下4F 052-764-1187
千種区 丹羽　咲江 咲江レディスクリニック 464-0066 名古屋市千種区池下町2-15ﾊｸﾋﾞ池下ﾋﾞﾙ3F 052-757-0222
千種区 平山治雄 メディカルパーク今池 464-0850 名古屋市千種区今池1-8-8 052-715-6070
千種区 廣瀬　光彦 （医）オリエンタルクリニック 464-0850 名古屋市千種区今池1-8-5 052-741-5181
千種区 馬島　雅高 （医）高羽会　マジマ整形外科 464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂1-12-20 052-739-6501
千種区 松永　智幸 松永小児科医院 464-0850 名古屋市千種区今池5-24-20 052-732-3311
千種区 丸田　英 フラワーベルＡＲＴクリニック 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1 052-764-0010
千種区 水野　真理 （医）ジーアイ会　水野宏胃腸科内科 464-0850 名古屋市千種区今池4-14-3 052-733-0300
千種区 三ツ口　秀幸 整形外科　京命クリニック 464-0004 名古屋市千種区京命2-801 052-776-3331
千種区 宮澤　裕治 みやざわクリニック 464-0835 名古屋市千種区御棚町1-24-1 052-751-2217
千種区 森　康充 （医）白楊会　メディカルサテライト名古屋 464-0827 名古屋市千種区田代本通3-3 052-763-2311
千種区 矢野　克明 （医）CSC　茶屋ヶ坂皮フ科クリニック 464-0092 名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-22-5 052-722-2233
千種区 山原　昇 （医）秀峰会　レディースクリニック山原 464-0850 名古屋市千種区今池4-14-3 052-731-8181
千種区 吉田　淳 （医）吉田クリニック 464-0081 名古屋市千種区谷口町4番5号　プレステージ千種七番館内１階052-723-0018
昭和区 岩尾　智 長寿包括ケアクリニック 466-0826 名古屋市昭和区滝川町31-48-1 052-838-5081
昭和区 岩田　聡敏 岩田クリニック 466-0044 名古屋市昭和区桜山町4-71夏目ﾋﾞﾙ2Ｆ 052-859-1066
昭和区 岩田　佳久 いわた整形・外科･内科クリニック 466-0845 名古屋市昭和区藤成通6-12 052-841-0303
昭和区 小川　麻子 （医）ごきそレディスクリニック 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通3-10 052-732-9733
昭和区 小幡　浩司 桜山クリニック 466-0044 名古屋市昭和区桜山町4-71 052-853-5370
昭和区 小林　弘明 （医）順秀会　八事小林泌尿器科 466-0815 名古屋市昭和区山手通3-9-1　日興山手通ビル１F 052-833-8111
昭和区 小林　昌玄 （医）慶翔会　小林医院 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通2-22ﾒｿﾞﾝｿﾚｲﾕ2F 052-741-6221
昭和区 近藤　博美 桜山内科･循環器内科クリニック 466-0044 名古屋市昭和区桜山町2-41 052-851-0100
昭和区 酒井　喜正 さかいクリニック 466-0855 名古屋市昭和区川名本町3-79 052-734-8000
昭和区 柴田　均 産婦人科柴田クリニック 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通5-7 052-851-2121
昭和区 澤崎　直規 だいまちクリニック 466-0033 名古屋市昭和区台町3-4-1 052-851-5568
昭和区 中村　俊介 （医）三つ葉　三つ葉在宅クリニック 466-0015 名古屋市昭和区御器所通3-12御器所ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ3F 052-858-3281
昭和区 西脇　敬祐 公益財団法人 愛知県健康づくり振興事業団 466-0047 名古屋市昭和区永金町1-1 052-882-2961
昭和区 濱島　有喜 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科　はまじまクリニック 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2Ｆ052-872-3341
昭和区 舩木　良真 （医）三つ葉　三つ葉在宅クリニック 466-0015 名古屋市昭和区御器所通3-12 052-858-3281
昭和区 松木　孝 まつき内科クリニック 466-0014 名古屋市昭和区東畑町2-35ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ1F 052-753-5678
昭和区 麥島　昭彦 むぎしまファミリークリニック 466-0821 名古屋市昭和区前山町1-5 052-734-2217
昭和区 村上　隆一郎 ＡＴグループ診療所 466-0054 名古屋市昭和区円上町26-8 052-871-1471
昭和区 森　亮太 （医）八事の森　杉浦医院 466-0815 名古屋市昭和区山手通5-33-1 052-832-1063
昭和区 森永　太輔 つむぎファミリークリニック 466-0833 名古屋市昭和区隼人町3-4 052-861-2600
昭和区 山本　珠生 吹上マタニティクリニック 466-0001 名古屋市昭和区車田町1-40-1 052-732-0303
昭和区 湯浅　博光 ゆあさ内科クリニック 466-0053 名古屋市昭和区滝子町28-20ｱｰﾊﾞﾝ滝子1F 052-693-8553
昭和区 若山　英士 若山医院 466-0026 名古屋市昭和区陶生町1-4 052-851-1331
昭和区 若山　忠士 若山医院 466-0026 名古屋市昭和区陶生町1-4 052-851-1331
昭和区 和田　昌也 和田クリニック 466-0055 名古屋市昭和区滝子通2-10-3 052-872-1840
名東区 朝日　憲治 （医）とく治会　朝日クリニック 465-0004 名古屋市名東区香南1-417 052-779-2435
名東区 朝日　知子 （医）とく治会　朝日クリニック 465-0004 名古屋市名東区香南1-417 052-779-2435
名東区 池田　允彦 （医）池田整形外科 465-0051 名古屋市名東区社が丘2-701 052-703-5311
名東区 伊藤　祐一 藤が丘オーキッドファミリークリニック 465-0032 名古屋市名東区藤が丘143藤が丘公団1号棟2Ｆ 052-768-5331
名東区 伊藤　理恵 上社眼科 465-0025 名古屋市名東区上社二丁目３番１ 052-773-7734
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名東区 稲生　秀文 （医）正真会　あさの整形外科 465-0097 名古屋市名東区平和が丘5-40 052-777-5525
名東区 伊原　直隆 いはら内科外科クリニック 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台2-616 052-773-0021
名東区 大江　公晴 なごや東在宅ケアクリニック 465-0074 名古屋市名東区植園町3-18 052-783-7581
名東区 大熊　攻 おおくまクリニック 465-0023 名古屋市名東区石が根町87 052-774-2552
名東区 大屋　敬彦 大屋内科 465-0057 名古屋市名東区陸前町2511 052-703-1855
名東区 大脇　俊宏 （医）清俊会　西山団地内科胃腸科 465-0084 名古屋市名東区西里町1-36 052-701-1121
名東区 押谷　佳美 押谷皮膚科 465-0024 名古屋市名東区本郷2-63　ザ・ウィングス2Ｆ 052-772-8555
名東区 加藤　公彦 （医）香徳会　メイトウホスピタル 465-0025 名古屋市名東区上社3-1911 052-701-7000
名東区 菅　整一 （医）藤ケ丘レディスクリニック 465-0036 名古屋市名東区藤里町1602 052-775-1103
名東区 北川　渡 （医）北国会　北川内科 465-0037 名古屋市名東区藤香町14 052-774-1833
名東区 久徳　重和 きゅうとく医院 465-0024 名古屋市名東区本郷2-66-1 052-777-5701
名東区 坂　勇輝 藤が丘effeファミリークリニック 465-0032 名古屋市名東区藤が丘170-4　藤が丘エフ２Ｆ 052-772-3333
名東区 佐々木　邦明 （医）佐々木クリニック　佐々木こどもクリニック 465-0041 名古屋市名東区朝日ｹ丘99ｸﾞﾛﾘｱ朝日ｹ丘 052-776-0110
名東区 塩井　健介 高針クリニック 465-0061 名古屋市名東区高針1-1714 052-703-7070
名東区 鈴木　信子 （医）若葉台クリニック 465-0015 名古屋市名東区若葉台502若葉台ﾋﾞﾙ1F 052-777-2888
名東区 鈴木　正利 （医）若葉台クリニック 465-0015 名古屋市名東区若葉台502若葉台ﾋﾞﾙ1F 052-777-2888
名東区 髙木　英樹 たかぎクリニック 465-0023 名古屋市名東区石が根町98 052-774-5552
名東区 竹内　透 医）マルモブレスト　マルモブレストクリニック 465-0024 名古屋市名東区本郷2-124-1 052-771-6111
名東区 竹藤　聖子 メディカルケア内科 465-0093 名古屋市名東区一社2-8　オオタ一社ビル１F 052-701-1021
名東区 寺尾　統彦 虹ヶ丘クリニック 465-0077 名古屋市名東区植園町1-2 052-782-7006
名東区 遠山　道宣 いだか台クリニック 465-0028 名古屋市名東区猪高台2-410-2 052-760-0701
名東区 永田　威 ながた内科クリニック 465-0094 名古屋市名東区亀の井1-214-2 052-703-3773
名東区 西山　仁 西山クリニック 465-0025 名古屋市名東区上社1-704宏和上社駅前ﾋﾞﾙ 052-771-1600
名東区 長谷川　祐 はせがわ内科医院 465-0032 名古屋市名東区藤ヶ丘107 052-772-0234
名東区 藤澤　利行 ふじさわ耳鼻咽喉科 465-0097 名古屋市名東区平和が丘2-212 052-760-0008
名東区 柵木　善旭 （医）博報会　名古屋バースクリニック 465-0002 名古屋市名東区引山3-201 052-778-1103
名東区 渡邊　穎介 渡辺内科 465-0042 名古屋市名東区照が丘212 052-777-0211
名東区 渡辺　登 東名クリニック 465-0003 名古屋市名東区延珠町1301 052-772-2951
名東区 渡部　啓孝 わたべ耳鼻咽喉科 465-0057 名古屋市名東区陸前町3308-2　グレイス伸和1Ｆ 052-753-7336
守山区 岩山　範久 きたやまファミリークリニック 463-0011 名古屋市守山区小幡5-14-41 052-795-3900
守山区 鵜飼　宏司 （医）順秀会　守山内科 463-0070 名古屋市守山区新守山901 052-791-5110
守山区 緒方　正樹 おがたファミリークリニック 463-0009 名古屋市守山区緑ｹ丘107 052-768-6093
守山区 小川　拓男 おがわ内科クリニック 463-0079 名古屋市守山区幸心1-228 052-791-2255
守山区 小木曽　清二 天子田おぎそクリニック 463-0037 名古屋市守山区天子田2-1802-1 052-773-1033
守山区 鬼頭　満 鬼頭整形外科スポーツクリニック 463-0085 名古屋市守山区大牧町405 052-794-3777
守山区 後藤　悠助 （医）守山整形外科 463-0811 名古屋市守山区深沢1-1831 052-739-2525
守山区 近藤　博人 こんどう内科クリニック 463-0056 名古屋市守山区新城16-16 052-758-5296
守山区 佐藤　顕 佐藤クリニック 463-0062 名古屋市守山区長栄13-14 052-794-8008
守山区 佐野　裕信 佐野外科 463-0083 名古屋市守山区村合町126 052-792-3000
守山区 芝　健治 しば内科クリニック 463-0048 名古屋市守山区小幡南1-24-10ｱｸﾛｽ小幡2F 052-793-8001
守山区 神保　慎 神保外科 463-0013 名古屋市守山区小幡中2-20-1 052-793-4728
守山区 鈴木　一成 せこ内科クリニック 463-0068 名古屋市守山区瀬古1-720 052-758-0150
守山区 鈴木　留美 松坂クリニック 463-0007 名古屋市守山区松坂町250 052-796-1500
守山区 竹内　正行 （医）たけうちクリニック 463-0035 名古屋市守山区森孝2-961 052-772-2020
守山区 楯　信太郎 （医）聖信会　たてレディースクリニック 463-0041 名古屋市守山区大谷町2-51 052-794-5151
守山区 田中　壮一 たなかこどもクリニック 463-0063 名古屋市守山区八反5-25 052-758-3311
守山区 辻藤　達也 もりやまファミリークリニック 463-0090 名古屋市守山区瀬古東3-140 052-797-3883
守山区 生川　剛史 なるかわレディースクリニック 463-0042 名古屋市守山区野萩町13-14ﾌﾟﾗｻﾞ野萩2F 052-796-2220
守山区 沼田　真一郎 ぬまたこどもクリニック 463-0001 名古屋市守山区上志段味稲堀田新田1182 052-778-7664
守山区 長谷川　和生 長谷川内科 463-0079 名古屋市守山区幸心3-1102 052-793-2828
守山区 花谷　崇 おはなばたけクリニック 463-0065 名古屋市守山区廿軒家22-40 052-793-1320
守山区 樋口　善憲 樋口整形外科 463-0017 名古屋市守山区喜多山1-6-18 052-795-2300
守山区 古澤　敦 （医）喜生会　古沢クリニック 463-0013 名古屋市守山区小幡中1-22-20 052-795-7221
守山区 松井　泰道 (医)輝和会　まつい内科クリニック 463-0808 名古屋市守山区花咲台1-907 052-736-8666
守山区 宮田　雅史 （医）羊蹄会　ようていファミリークリニック藤が丘 463-0034 名古屋市守山区四軒家2-702 052-771-6688
守山区 村上　聡 （医）葵鐘会　フォレストベルクリニック 463-0001 名古屋市守山区上志段味羽根前600-2 052-737-0003
守山区 本村　日出男 （医）守誠会　新守山クリニック 463-0076 名古屋市守山区鳥羽見2-1206 052-791-2264
守山区 山田　英史 （医）英晃会　やまだレディスクリニック 463-0013 名古屋市守山区小幡中3-23-11 052-793-5551
守山区 吉村　貴子 久野医院 463-0048 名古屋市守山区小幡南1-8-17 052-793-3537
南区 飯田　和子 三井化学株式会社名古屋工場 健康管理室 457-0801 名古屋市南区丹後通2-1 052-614-2124
南区 伊藤　聡 アイ・レディスクリニック 457-0836 名古屋市南区加福本通3-64 052-614-1103
南区 伊藤　嘉康 伊藤しあわせクリニック 457-0027 名古屋市南区弥生町14 052-823-4122
南区 井上　喜久江 （医）博豊会　井上医院 457-0039 名古屋市南区西桜町77 052-811-3550
南区 植谷　忠昭 （医）植谷医院 457-0005 名古屋市南区桜台1-14-1 052-811-3468
南区 大谷　茂毅 おおたに整形外科皮フ科 457-0862 名古屋市南区内田橋1-1-13 2F 052-829-0987
南区 岡川　行重 南医療生活協同組合　たから診療所 457-0827 名古屋市南区北頭町2-35 052-611-1880
南区 岡田　温 （医）財団善常会　善常会リハビリテーション病院 457-0046 名古屋市南区松池町1-11 052-811-9101
南区 小川　修 （医）財団善常会　善常会リハビリテーション病院 457-0046 名古屋市南区松池町1-11 052-811-9101
南区 筧　浩 （医）カケヒ内科小児科 457-0038 名古屋市南区桜本町125 052-811-0721
南区 笠井　啓子 Ｋこどもクリニック 457-0007 名古屋市南区駈上2-1-16 052-821-2221
南区 加藤　光康 やくし整形クリニック 457-0048 名古屋市南区大磯通4-21 052-821-8941
南区 喜多村　真弓 南医療生活協同組合　星崎診療所 457-0064 名古屋市南区星崎1-123 052-821-9201
南区 木村　知寛 （医）財団善常会　善常会リハビリテーション病院 457-0046 名古屋市南区松池町1-11 052-811-9101
南区 木村　祐介 きむら泌尿器科クリニック 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 052-692-0080
南区 小島　卓朗 こじま耳鼻咽喉科 457-0072 名古屋市南区寺部通2-12-1 052-824-4133
南区 近藤　えり子 （医）まいさ会　近藤クリニック 457-0863 名古屋市南区豊3-33-24 052-698-4000
南区 佐藤　公彦 なごや在宅クリニック 457-0024 名古屋市南区赤坪町6 052-819-6166
南区 鈴木　啓介 すずき－Ｋ耳鼻咽喉科 457-0049 名古屋市南区北内町2-18 052-618-5300
南区 武田　紹 あらたま漢方診療所 457-0014 名古屋市南区菊住1-7-10 052-602-5800
南区 中村　智子 中村医院 457-0841 名古屋市南区豊田2-5-12 052-691-6372
南区 並木　祥代 医）並木会　並木クリニック 457-0862 名古屋市南区内田橋2-10-22 052-691-2000
南区 新美　岳 新美クリニック 457-0022 名古屋市南区明円町45-2 052-824-1123
南区 福田　巖 福田外科 457-0807 名古屋市南区鶴見通1-3 052-611-7793
南区 岡田　温 老人保健施設 シルピス大磯 457-0043 名古屋市南区戸部町3-55 052-811-5553
南区 細川　孝 細川内科･皮フ科 457-0038 名古屋市南区桜本町2-20 052-822-2100
南区 堀江　重信 愛育診療所 457-0805 名古屋市南区三吉町6-17 052-612-3357
南区 松岡　慎 （医）マイルストーン　まつおかクリニック 457-0005 名古屋市南区桜台1-27-6 052-811-1811
南区 宮田　和幸 （医）宮田医院 457-0847 名古屋市南区道徳新町5-21 052-691-1480
南区 吉田　彩夏 三井化学株式会社名古屋工場 健康管理室 457-0801 名古屋市南区丹後通2-1 052-614-2124
瑞穂区 青山　効司 みかんやま整形外科 467-0041 名古屋市瑞穂区密柑山町2-49-1 052-861-0077
瑞穂区 市田　静憲 新生会クリニック 467-0046 名古屋市瑞穂区玉水町1-3-2 052-831-2185
瑞穂区 伊藤　由美 （医）寿実会　ピュアー女性クリニック 467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通1-14-2 052-837-0080
瑞穂区 加藤　正 （医）和心会　あらたまこころのクリニック 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町1-49 052-852-8177
瑞穂区 河口　治彦 かわぐちクリニック 467-0041 名古屋市瑞穂区密柑山町2-49-3 052-837-2811
瑞穂区 杉浦　立尚 笑顔のおうちクリニック名古屋 467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町1-1-1 052-933-9919
瑞穂区 勅使河原　修 みずほ通りクリニック 467-0814 名古屋市瑞穂区本願寺町3-10-1 052-852-3553
瑞穂区 長屋　祥子 医）名古屋復明館長屋眼科 467-0831 名古屋市瑞穂区惣作町1-17-1 052-801-7070
瑞穂区 長屋　敬 新生会クリニック 467-0045 名古屋市瑞穂区玉水町1-3-2 052-831-2185
瑞穂区 西村　賢司 西村内科クリニック 467-0049 名古屋市瑞穂区下山町2-1 052-861-1200
瑞穂区 西本　幸弘 （医）幸世会　中京厚生クリニック 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町23-13 052-881-6175
瑞穂区 西本　裕美子 （医）幸世会　新瑞橋ネフロクリニック 467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町2-20 052-852-0222
瑞穂区 平林　靖高 ひばりがおかこどもとアレルギーのクリニック 467-0032 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園6-1 052-837-0303
瑞穂区 藤村　秀彦 藤村レディスこどもクリニック 467-0843 名古屋市瑞穂区土市町2-21 052-853-3541
瑞穂区 牧　貴子 まきこどもクリニック 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-14 052-852-2580
瑞穂区 松井　輝夫 医）輝豊会　みずほクリニック 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通8-14　神谷ビル2Ｆ 052-842-5656
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瑞穂区 松久　隆之 雲雀ヶ岡クリニック 467-0031 名古屋市瑞穂区彌富町字緑ヶ岡4-14 052-836-2323
瑞穂区 水野　直弓 （医）まこと会　穂波クリニック 467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町28-5 052-819-0022
瑞穂区 柚原　繭 いとう医院 467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通2-12 052-831-1124
緑区 阿部　稔雄 阿部医院 458-0015 名古屋市緑区篠の風1-1301 052-895-7345
緑区 岡本　泰幸 徳重おかもとクリニック 458-0004 名古屋市緑区乗鞍1-1304 052-878-3330
緑区 梶野　真一 相川みんなの診療所 458-0011 名古屋市緑区相川三丁目246-2 052-875-3792
緑区 許　聖服 うらさと内科ハートクリニック 458-0847 名古屋市緑区浦里4-87 052-892-7223
緑区 楠神　和男 内科・胃腸科　くすがみクリニック 458-0830 名古屋市緑区姥子山4-102 052-626-8880
緑区 河野　久 （医）健進会　こうの整形外科 458-0847 名古屋市緑区浦里2-174 052-891-8131
緑区 小林　郁生 こばやしファミリークリニック 458-0002 名古屋市緑区桃山2-5-2 052-875-0321
緑区 坂崎　由紀夫 さかざき医院 458-0021 名古屋市緑区滝ﾉ水4-1501 052-891-1233
緑区 佐藤　貴久 （医）清水会　相生山病院 458-0813 名古屋市緑区藤塚3-2704 052-878-3711
緑区 柴田　芳宏 南大高整形外科リハビリクリニック 459-8002 名古屋市緑区森の里1-302 052-625-3730
緑区 下郷　泉 第２しもざとクリニック 458-0031 名古屋市緑区旭出1-511 052-895-7111
緑区 下郷　卓弥 しもざとクリニック 458-0044 名古屋市緑区池上台2-266 052-891-5111
緑区 竹内　文康 竹内クリニック 458-0804 名古屋市緑区亀が洞1-1608 052-875-0122
緑区 棚橋　汀路 耳鼻咽喉科　棚橋医院 458-0824 名古屋市緑区鳴海町有松裏7-54 052-621-8318
緑区 長澤　圭一 （医）TNC　徳重ながさわクリニック 458-0815 名古屋市緑区徳重2-1621 052-875-0550
緑区 中島　敏光 （医）社団旭陽会　中島整形外科 458-0835 名古屋市緑区鳴海町上汐田240 052-621-1288
緑区 中野　佐上 （医）たすく会　中野循環器内科＆えがおこどものクリニック 458-0033 名古屋市緑区相原郷1-1901 052-895-1777
緑区 丹羽　慶光 （医）葵鐘会　ロイヤルベルクリニック 458-0801 名古屋市緑区鳴海町水広下93-195 052-879-6660
緑区 野村　祐久 産婦人科 野村クリニック 458-0021 名古屋市緑区滝ﾉ水4-315 052-896-5311
緑区 平野　繁 大高医院 459-8001 名古屋市緑区大高町中屋敷62-1 052-621-2417
緑区 藤　明彦 藤内科クリニック 458-0002 名古屋市緑区桃山3-902-2 052-878-5100
緑区 藤田　喜正 藤田外科 458-0820 名古屋市緑区境松2-333 052-621-4323
緑区 溝口　公士 （医）参方善さくら会　さくら医院 458-0041 名古屋市緑区鳴子町3-49 052-892-7300
緑区 山中　直樹 ジャパン藤脳クリニック 458-0816 名古屋市緑区横吹町1918-1 052-875-2235
緑区 米澤　正人 清水山整形外科クリニック 458-0910 名古屋市緑区桶狭間森前2125 052-629-0880
天白区 伊佐治　文朗 （医）いさじ医院 468-0074 名古屋市天白区八幡山1413 052-835-1323
天白区 魚住　君枝子 表山クリニック 468-0069 名古屋市天白区表山1-1760 052-835-0281
天白区 魚住　義明 表山クリニック 468-0069 名古屋市天白区表山1-1760 052-835-0281
天白区 太田　隆之 太田内科クリニック 468-0012 名古屋市天白区向が丘2-1407 052-801-3955
天白区 大見　仁斉 おおみ内科 468-0020 名古屋市天白区平針南4-1202 052-803-0031
天白区 岡崎　嘉樹 （医）あいち診療会　あいち診療所野並 468-0049 名古屋市天白区福池2-330-2 052-895-6637
天白区 小畑　直子 おばた産婦人科クリニック 468-0013 名古屋市天白区荒池2-3306 052-875-7569
天白区 尾山　卓 八事ホームケアクリニック 468-0069 名古屋市天白区表山2-2404ﾅﾄｩｰﾗ八事1F 052-832-5133
天白区 岸本　磨由子 やすまゆファミリークリニック 468-0022 名古屋市天白区高島1-204 052-800-1211
天白区 岸本　泰明 やすまゆファミリークリニック 468-0022 名古屋市天白区高島1-204 052-800-1211
天白区 木村　利男 木村耳鼻咽喉科 468-0066 名古屋市天白区元八事1-43 052-837-0758
天白区 小林　正径 ＭＡクリニック 468-0002 名古屋市天白区焼山1-502-1 052-809-2210
天白区 佐井　雄一 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 468-0011 名古屋市天白区平針2-1906KMﾋﾞﾙ2F 052-847-5110
天白区 清水　剛 植田西クリニック 468-0058 名古屋市天白区植田西2-804 052-680-7220
天白区 千田　憲一 せんだ・クリニック 468-0009 名古屋市天白区元植田2-2314-1 052-847-2022
天白区 竹内　啓 竹内外科内科クリニック 468-0026 名古屋市天白区土原4-627 052-802-7613
天白区 寺嶋　敏夫 （医）育心会　てらしま医院 468-0053 名古屋市天白区植田南3-111ｴｸｾﾙ植田1F 052-805-8282
天白区 並木　一代 （医）並木会　並木病院 468-0013 名古屋市天白区荒池2-1101 052-848-2000
天白区 任　隆光 （医）玲生会　にん内科 468-0058 名古屋市天白区植田西1-409 052-893-7577
天白区 畑　恒土 （医）あいち診療会　あいち診療所野並 468-0049 名古屋市天白区福池2-330-2 052-895-6637
天白区 坂野　閣紀 ばんのクリニック 468-0028 名古屋市天白区島田黒石710-1 052-800-3066
天白区 平松　明人 （医）玲生会　にん内科 468-0058 名古屋市天白区植田西1-409 052-801-7110
天白区 広田　京子 耳鼻咽喉科めぐみクリニック 468-0014 名古屋市天白区中平4-204 052-801-0888
天白区 松浦　聖睦 イルマーレ　レディースクリニック 468-0056 名古屋市天白区島田4-2904 052-801-5252
天白区 水谷　武史 みずたに眼科 468-0031 名古屋市天白区高宮町1308 052-803-3030
天白区 山本　勇夫 （医）並木会　並木病院 468-0013 名古屋市天白区荒池2-1101 052-848-2000
天白区 吉井　幸子 すみれ内視鏡クリニック 468-0015 名古屋市天白区原1-2001　旭ビル１A 052-802-0330
西名古屋 安達　真也 あだちこどもクリニック 481-0004 北名古屋市鹿田清水40-1 0568-27-3377
西名古屋 安藤　白ニ 安藤クリニック 481-0033 北名古屋市西之保才戸26 0568-24-0001
西名古屋 池野谷　一輝 いけのや眼科 452-0961 清須市春日小塚南75-1 052-401-8001
西名古屋 石原　正人 石原医院 452-0052 清須市西枇杷島町辰新田71-1 052-501-5131
西名古屋 伊藤　彰浩 にしのほう伊藤内科クリニック 481-0033 北名古屋市西之保中社21-2 0568-23-1109
西名古屋 伊藤　美穂 藤の花レディースクリニック 481-0037 北名古屋市鍜治ケ一色東1丁目3番 0568-23-8008
西名古屋 伊藤　喜亮 きよすクリニック 452-0906 清須市東外町49-1 052-409-8585
西名古屋 丘　博文 （医）友成会　名西クリニック 452-0918 清須市桃栄2-230 052-400-1121
西名古屋 小栗　大吉 おぐりクリニック 452-0914 清須市土器野296-1 052-400-6011
西名古屋 尾関　規重 尾関医院 452-0026 清須市西枇杷島町橋詰72-1 052-501-5121
西名古屋 加藤　栄志 （医）はなさきクリニック 452-0001 清須市西枇杷島町古城1-9-4 052-503-4159
西名古屋 加藤　裕 ゆたかクリニック 452-0961 清須市春日新堀52 052-408-0171
西名古屋 金森　俊成 とよ山内科クリニック 480-0201 西春日井郡豊山町青山東川46-2 0568-39-3800
西名古屋 完山　泰章 かんやまクリニック 481-0004 北名古屋市鹿田栄109-1 0568-23-2007
西名古屋 北村　伸二 名古屋整形外科･人工関節クリニック 481-0011 北名古屋市高田寺一本橋7 0568-22-7772
西名古屋 小塚　誠 こづか耳鼻咽喉科 452-0904 清須市東須ｹ口102 052-408-3055
西名古屋 小林　加奈子 小林産婦人科 481-0033 北名古屋市西之保深坪82-2 0568-22-3320
西名古屋 小林　章甫 小林産婦人科 481-0033 北名古屋市西之保深坪82-2 0568-22-3320
西名古屋 小林　博文 小林産婦人科 481-0033 北名古屋市西之保深坪82-2 0568-22-3320
西名古屋 齊藤　雄二 （医）清須呼吸器疾患研究会　はるひ呼吸器病院 452-0962 清須市春日流8番地1 052-400-7111
西名古屋 佐藤　展之 きよす整形外科クリニック 452-0931 清須市一場弓町57 052-400-1188
西名古屋 佐橋　渡 さはし内科クリニック 481-0039 北名古屋市法成寺西出6-1 0568-24-1384
西名古屋 末澤　實 末沢医院 481-0043 北名古屋市沖村蔵前3 0568-23-6467
西名古屋 鈴木　英夫 すずきホームクリニック 452-0943 清須市新清洲2-8-21 052-409-3800
西名古屋 富野  晴彦 ハルクリニック 481-0038 北名古屋市徳重米野37-1 0568-25-8001
西名古屋 永島　義久 ながしま耳鼻咽喉科クリニック 452-0942 清須市清洲田中町52 052-408-0005
西名古屋 成宮　正人 なるみやクリニック 481-0004 北名古屋市鹿田栄171-1 0568-25-1981
西名古屋 西森　康浩 はなみずき整形外科スポーツクリニック 452-0942 清須市清洲一丁目18-8 052-408-0087
西名古屋 仁瓶　宗樹 三菱重工 小牧南健康管理科 480-0293 西春日井郡豊山町大字豊場１ 052-611-8967
西名古屋 丹羽　珠実 丹羽医院 452-0962 清須市春日天神135 052-400-3163
西名古屋 丹羽　房子 丹羽医院 452-0962 清須市春日天神135 052-400-3163
西名古屋 能城　充弘 わかばファミリークリニック 480-0202 西春日井郡豊山町豊場高前183-1 0568-29-3911
西名古屋 藤田　和幸 枇杷島古城こころクリニック 452-0015 清須市西枇杷島町泉72 052-505-8818
西名古屋 舟橋　啓臣 ゆうあいリハビリクリニック 452-0931 清須市一場518 052-401-1611
西名古屋 前田　修 きとう医院 452-0908 清須市寺野美鈴75 052-400-7211
西名古屋 前野　仁史 まえの内科クリニック 452-0933 清須市西田中白山23 052-401-2600
西名古屋 水田　和孝 （医）水田医院 452-0931 清須市一場屋舗1419 052-400-3059
西名古屋 宮本　浩行 みやもと耳鼻咽喉科 481-0004 北名古屋市鹿田西村前43 0568-24-8733
西名古屋 三輪　光彦 三輪医院 452-0905 清須市須ヶ口19 052-400-2057
西名古屋 森　宏明 森眼科 452-0003 清須市西枇杷島町末広8 052-504-5550
西名古屋 森　正幹 師勝クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄八幡117-1 0568-22-4565
西名古屋 森部　桂史 もりべ耳鼻咽喉科クリニック 481-0004 北名古屋市鹿田坂巻135-1 0568-25-2121
西名古屋 安田　有祐 安田クリニック 481-0041 北名古屋市九之坪竹田188 0568-26-2020
西名古屋 山田　一惠 （医）治門会　山田医院 452-0055 清須市西枇杷島町北二ﾂ杁13 052-501-6130
西名古屋 山田　兼松 山田クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄屋形3377-2 0568-23-0598
西名古屋 山田　兼吾 やまだ整形外科・リハビリクリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄屋形3372-1 0568-26-0055
西名古屋 湯浅　康平 湯浅医院 481-0041 北名古屋市九之坪北町32 0568-21-0113
西名古屋 横井　清 ゆうあいリハビリクリニック 452-0931 清須市一場518 052-401-1611
西名古屋 横倉　久幸 このはなファミリークリニック 452-0942 清須市清洲一丁目4-6 052-325-7596
西名古屋 吉野　貴彦 よしの耳鼻咽喉科 481-0012 北名古屋市久地野北浦１００－１ 0568-23-1212
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西名古屋 渡邉　栄彦 はあと在宅クリニック 452-0932 清須市朝日天王50-2第1マンション有花里106 052-325-8332
西名古屋 渡邉　まり子 はあと在宅クリニック 452-0932 清須市朝日天王50-2第1マンション有花里106 052-325-8332
西名古屋 藁科　秀紀 名古屋整形外科･人工関節クリニック 481-0011 北名古屋市高田寺一本橋7 0568-22-7772
東名古屋 福岡　一貴 ふくおか内科クリニック 470-0126 日進市赤池町屋下308-1 052-804-1011
海部 浅井　雅則 （医）浅井外科 497-0001 あま市七宝町沖之島九ﾉ坪44 052-441-8002
海部 安藤　俊量 安藤クリニック 490-1113 あま市中萱津道場98 052-444-1508
海部 飯田　有二 （医）飯田ファミリークリニック 497-0058 海部郡蟹江町富吉3-260 0567-94-4891
海部 井口　壽也 （医）井口内科クリニック 496-0905 愛西市北一色町昭和263-1 0567-24-1175
海部 池田　晃三 眼科　池田クリニック 490-1115 あま市坂牧坂塩150 052-449-0077
海部 石塚　弘和 石塚外科整形外科病院 496-0924 愛西市善太新田町六川北172 0567-31-3232
海部 磯部　潮 いそべクリニック 497-0034 海部郡蟹江町本町１１－１６９　第26ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ3F 0567-94-1531
海部 伊東　克典 伊東医院 490-1207 あま市二ﾂ寺屋敷171 052-444-1033
海部 伊藤　博文 愛西市国民健康保険　八開診療所 496-8044 愛西市江西町宮西43 0567-37-0351
海部 猪飼　道彦 船入病院 497-0030 海部郡蟹江町宝1-596 0567-95-1285
海部 岩間　満 （医）純篤会　岩間クリニック 490-1205 あま市花正柳坪32-2 052-442-7030
海部 鵜飼　康司 愛西市国民健康保険 八開診療所 496-8044 愛西市江西町宮西43 0567-37-0351
海部 宇佐美　武 （医）佳信会　あすかクリニック愛西 496-0942 愛西市山路町西新田20 0567-24-1314
海部 大澤　毅 （医）大和会　おおさわ眼科 490-1205 あま市花正五反田41-2 052-445-4777
海部 岡島　晶子 （医）青洲会　村瀬医院 498-0031 弥富市平島町西新田90 0567-67-0022
海部 奥村　猛 奥村整形外科・リウマチ科クリニック 490-1142 海部郡大治町三本木前深田116 052-445-5667
海部 尾関　年則 眼科尾関クリニック 497-0050 海部郡蟹江町学戸2-35 0567-97-0024
海部 越智　美樹子 おち耳鼻咽喉科 490-1223 あま市森山弁才天72-4 052-443-3080
海部 加賀　克宏 （医）永好会　加賀医院 496-0921 愛西市大井町七川北33 0567-31-1861
海部 覚前　淳 （医）宝会　七宝病院 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7800
海部 加藤　精克 加藤医院 497-0013 あま市七宝町川部折戸11 052-441-5557
海部 加藤　庄次 かとうクリニック 497-0032 海部郡蟹江町今本町通22 0567-96-2233
海部 加藤　紀生 （医）加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-8 0567-52-0911
海部 加藤　昌子 （医）加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-8 0567-52-0911
海部 加藤　元久 （医）仁心会　加藤クリニック 496-8015 愛西市草平町115-2 0567-22-3000
海部 河西　宏 安藤医院 490-1136 海部郡大治町大字花常字中切1315-6 052-444-2301
海部 川村　雄一 川村眼科医院 497-0040 海部郡蟹江町城1-583 0567-95-4118
海部 久保田　和朗 （医）久保田内科産科婦人科クリニック 497-0058 海部郡蟹江町富吉3-230 0567-96-2600
海部 久保田　稔 （医）久保田内科産科婦人科クリニック 497-0058 海部郡蟹江町富吉3-230 0567-96-2600
海部 倉下　隆 倉下内科 496-8013 愛西市見越町川田405-5 0567-28-7641
海部 桑原　敏真 くわはら内科胃腸科 496-0922 愛西市大野町郷裏81 0567-32-2411
海部 高納　修 （医）こうのう内科 490-1131 海部郡大治町長牧浦畑5-1 052-443-3631
海部 小島　敦 （医）こじま整形外科クリニック 496-0903 愛西市内佐屋町西新田81-1 0567-25-9911
海部 小竹　素子 伊藤医院 490-1111 あま市甚目寺五位田167 052-441-2408
海部 後藤　堅 後藤医院 497-0005 あま市七宝町伊福河原140 052-444-2133
海部 後藤　千春 後藤医院 497-0005 あま市七宝町伊福河原140 052-444-2133
海部 後藤　直史 後藤クリニック 496-8007 愛西市南河田町高台2-1 0567-28-3005
海部 小林　敬典 （医）小林医院 498-0001 弥富市西中地町中島90 0567-65-6655
海部 小林　秀雄 小林クリニック 490-1112 あま市上萱津深見5 052-444-4500
海部 小林　正直 （医）小林医院 498-0001 弥富市西中地町中島90 0567-65-6655
海部 近藤　一正 近藤内科クリニック 497-0001 あま市七宝町沖之島高畑105 052-444-0016
海部 酒向　究 （医）宝会　七宝病院 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7800
海部 笹　敦 （医）本庄会　笹医院 498-0017 弥富市前ヶ須町午新田669-3 0567-67-0271
海部 佐藤　誠 マコト整形外科 496-0905 愛西市北一色町昭和319 0567-25-7733
海部 佐藤　雄三 さとう耳鼻咽喉科クリニック 497-0011 あま市七宝町安松8-115-1 052-441-3456
海部 重康　敏明 しげやす内科クリニック 490-1211 あま市篠田稲荷46 052-449-5550
海部 篠田　知生 篠田医院 498-0027 弥富市鯏浦町南前新田70-1 0567-65-6666
海部 下方　映子 マスブン医院 490-1111 あま市甚目寺松山80 052-445-3037
海部 下方　辰幸 マスブン医院 490-1111 あま市甚目寺松山80 052-445-3037
海部 杉浦　正彦 すぎうらクリニック 497-0034 海部郡蟹江町本町11-30 0567-97-0700
海部 椙江　勇 （医）宝会　介護老人保健施設　七宝園 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1433 052-445-5411
海部 杉原　景子 （医）太田医院 490-1434 海部郡飛島村松之郷2-36-1 0567-52-2047
海部 杉村　公平 船入病院 497-0030 海部郡蟹江町宝1-596 0567-95-1285
海部 杉村　宗昭 杉村医院 490-1116 あま市本郷花ﾉ木39 052-443-1331
海部 鈴木　孝一 （医）すずきこどもクリニック 490-1401 弥富市六條町中切88-2 0567-52-1000
海部 鈴木　孝弘 循環器科・内科すずきクリニック 497-0050 海部郡蟹江町学戸4-201 0567-96-5155
海部 祖父江　直久 そぶえ整形外科 498-0038 弥富市中山町北脇687-1 0567-67-5010
海部 高木　眞人 たかぎクリニック 490-1207 あま市二ﾂ寺六町74-1 052-444-3214
海部 高村　真一 高村メディカルクリニック 490-1406 弥富市鍋平3-60 0567-57-1611
海部 瀧田　晴加 もちづき内科＆はるかこどもクリニック 490-1224 あま市丹波深田48 052-443-3320
海部 田中　清次 たなか整形外科・リウマチクリニック 498-0021 弥富市鯏浦町車東13 0567-65-5353
海部 谷本　紅美 谷本医院 496-0933 愛西市戸倉町中屋敷6 0567-28-9888
海部 谷本　光保 谷本医院 496-0933 愛西市戸倉町中屋敷6 0567-28-9888
海部 角田　俊昭 角田内科医院 497-0002 あま市七宝町遠島鳥居先183-75 052-444-0970
海部 寺西　好治 よしはる皮膚科 497-0034 海部郡蟹江町本町5-100　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝﾆｭｰｼﾃｨ蟹江六番館1020567-96-4489
海部 東内　朗 とうない耳鼻咽喉科 490-1137 海部郡大治町堀之内大堀175-1 052-445-4133
海部 飛岡　紀彦 栄生堂医院 497-0003 あま市七宝町秋竹三角572 052-444-2008
海部 富田　悦充 富田レディースクリニック 490-1113 あま市中萱津南の川66 052-441-5811
海部 富田　典子 富田レディースクリニック 490-1113 あま市中萱津南の川66 052-441-5811
海部 富田　政明 とみたハートクリニック 496-0912 愛西市東保町権右44 0567-26-0207
海部 中川　二郎 中川医院 490-1137 海部郡大治町堀之内苗代455-1 052-444-3250
海部 中原　秀也 （医）メディフォー　中原クリニック 490-1142 海部郡大治町三本木屋形185 052-449-1313
海部 西田　雅彦 杉村医院 490-1116 あま市本郷花ﾉ木39 052-443-1331
海部 野村　幸彦 野村胃腸科 490-1413 弥富市子宝2-105-4 0567-52-2526
海部 萩原　廣彰 （医）彰和会　おづクリニック 496-8009 愛西市小津町観音堂3 0567-28-2358
海部 長谷川　恒子 長谷川医院 490-1111 あま市甚目寺市場78 052-444-2820
海部 甚目　憲司 （医）はだめ皮膚科 490-1223 あま市森山弁才天84-4 052-445-1661
海部 服部　敦子 （医）服和会　服部整形外科皮膚科 498-0006 弥富市佐古木3-292-1 0567-65-1200
海部 服部　孝夫 （医）服部内科診療所 496-8003 愛西市千引町西五反田249-1 0567-25-5555
海部 服部　達哉 （医）服和会　服部整形外科皮膚科 498-0006 弥富市佐古木3-292-1 0567-65-1200
海部 服部　浩士 （医）服和会　服部整形外科皮膚科 498-0006 弥富市佐古木3-292-1 0567-65-1200
海部 原　修二 原クリニック 490-1107 あま市森4-2-2 052-441-1117
海部 原　　努 はら医院 490-1136 海部郡大治町花常福島34-1 052-443-6662
海部 藤田　興一 駅前ふじたクリニック 490-1111 あま市甚目寺五位田103KAFOﾋﾞﾙ1F 052-462-0222
海部 藤野　明男 （医）あまハピネス　フジノ内科 490-1222 あま市木田飛江ﾉ見70-1 052-441-2713
海部 藤野　均 （医）あまハピネス　フジノ内科 490-1222 あま市木田飛江ﾉ見70-1 052-441-2713
海部 船戸　善彦 ふなとクリニック 497-0040 海部郡蟹江町城3-482 0567-95-0088
海部 堀江　英生 ハート内科クリニック 498-0032 弥富市平島中2-24 0567-66-0017
海部 前田　清 前田内科 497-0058 海部郡蟹江町富吉4-100 0567-95-8434
海部 前田　規秀 まえだこどもクリニック 496-8001 愛西市勝幡町駅東141-1 0567-22-1211
海部 前田　豊 前田内科 497-0058 海部郡蟹江町富吉4-100 0567-95-8434
海部 増田　節雄 増田医院 497-0040 海部郡蟹江町城2-496 0567-95-1615
海部 眞野　清子 真野眼科 496-0902 愛西市須依町砂山110 0567-24-8818
海部 真野　哲郎 佐屋クリニック 496-0901 愛西市佐屋町宅地207 0567-28-0311
海部 三木　敏彦 （医）葉倫会　みきクリニック 490-1142 海部郡大治町三本木屋形106 052-444-7005
海部 水野　裕支 みずのホ－ムクリニック 490-1144 海部郡大治町西条土井ﾉ池31-4 052-444-2270
海部 宮城　壯太 （医）桂信会　桜セントラルクリニック 498-0032 弥富市平島中3-33 0567-64-1011
海部 宮地　洋英 （医）宮地会　宮地クリニック 490-1211 あま市篠田小塚48 052-444-1064
海部 宮地　洋二 （医）宮地会　宮地クリニック 490-1211 あま市篠田小塚48 052-444-1064
海部 三輪　憲正 みわ皮フ科 496-8014 愛西市町方町三角112 0567-23-4112
海部 村上　賢治 むらかみファミリークリニック 490-1145 海部郡大治町中島中田85 052-445-1222
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海部 村上　博 （医）村上医院 497-0016 あま市七宝町徳実郷53-2 052-443-7771
海部 望月　章博 もちづき内科＆はるかこどもクリニック 490-1224 あま市丹波深田48 052-443-3320
海部 本川　正浩 （医）佳信会　あすかクリニック 497-0001 あま市七宝町沖之島西流36 052-449-1681
海部 森　将恒 森整形外科クリニック 497-0004 あま市七宝町桂深田60 052-445-5050
海部 森下　学 船入病院 497-0030 海部郡蟹江町宝1-596 0567-95-1285
海部 森田　みき子 （医）藤枝会　老人保健施設　四季の里 490-1144 海部郡大治町西條柳原37-1 052-441-5122
海部 守矢　秀幸 （医）もりや整形外科 490-1105 あま市新居屋辻畑49 052-445-3711
海部 山岸　誠司 山岸内科クリニック 490-1225 あま市蜂須賀下五反地533 052-443-4891
海部 山田　潤一 山田内科医院 496-8001 愛西市勝幡町出崎1238 0567-28-7500
海部 山田　正 山田内科医院 496-8001 愛西市勝幡町出崎1238 0567-28-7500
海部 山本　悦子 山本ウィメンズクリニック 496-0922 愛西市大野町茶木58 0567-33-1177
海部 山本　恭史 山本ウィメンズクリニック 496-0922 愛西市大野町茶木58 0567-33-1177
海部 山本　有機 （医）フュｰチャｰ　山本医院 497-0040 海部郡蟹江町城4-423 0567-95-9311
海部 横井　寿 （医）横井ことぶきクリニック 490-1115 あま市坂牧北浦102 052-441-1555
海部 横井　宏志 （医）洋和会　横井クリニック 496-0904 愛西市柚木町東田面1122-12 0567-28-0567
海部 吉岡　研二 （医）研和会　吉岡クリニック 497-0014 あま市七宝町鷹居7-49 052-441-5211
海部 吉兼　正文 回生堂クリニック 497-0035 海部郡蟹江町蟹江新町中之割148-1 0567-96-5707
海部 渡辺　成行 渡辺クリニック 496-0901 愛西市佐屋町堤西107 0567-22-6500
海部 渡　賢治 わたり整形外科 490-1111 あま市甚目寺権現79-1 052-449-6699
津島市 大鹿　智 大鹿眼科 496-0045 津島市東柳原町4-27 0567-23-0900
津島市 大橋　由政 （医）大心会　大橋産婦人科クリニック 496-0031 津島市埋田町2-63 0567-26-7111
津島市 岡田　耕治 岡田クリニック 496-0027 津島市大字津島字北新開329 0567-97-3329
津島市 奥村　貴子 貴子ウィメンズクリニック 496-0868 津島市申塚町1-122 0567-23-5786
津島市 奥村　嘉浩 （医）玲聖会　奥村クリニック 496-0868 津島市申塚町1-122 0567-22-2600
津島市 加藤　錠一 加藤医院 496-0008 津島市宇治町小切120-1 0567-24-1515
津島市 河西　あつ子 安藤病院 496-0026 津島市唐臼町半池72-1 0567-31-4070
津島市 黒川　隆 くろかわ内科クリニック 496-0005 津島市神守町五反田44 0567-22-2288
津島市 杉野　雅啓 すぎの大人こどもクリニック 496-0034 津島市元寺町2-4-1 0567-25-8122
津島市 杉山　秀樹 杉山クリニック 496-0847 津島市中地町4-57-6 0567-26-2006
津島市 住田　啓 神守診療所 496-0005 津島市神守町中町31-1 0567-28-3650
津島市 田中　純二 （医）ジュンクリニック 496-0866 津島市大和町2-76-1 0567-22-2333
津島市 陀安　智也 たやす腎クリニック 496-0036 津島市愛宕町4-52-1 0567-28-3711
津島市 坪内　明典 （医）坪内医院 496-0855 津島市江東町1-56-1 0567-28-6300
津島市 長谷川　満 はせ川外科 496-0005 津島市神守町古道34 0567-24-3370
津島市 日高　渉 ひだかファミリークリニック 496-0045 津島市東柳原町4-19-1 0567-26-2220
津島市 平野　高水 （医）高清会　内科･消化器内科･小児科 平野医院 496-0037 津島市西愛宕町2-176 0567-26-7584
津島市 松永　健司 松永医院 496-0857 津島市南門前町2-58 0567-26-2022
津島市 真野　紀雄 （医）雄峰会　真野産婦人科 496-0027 津島市津島北新開128-1 0567-26-4556
津島市 真野　文雄 （医）雄峰会　真野産婦人科 496-0027 津島市津島北新開128-1 0567-26-4556
津島市 向井　誠時 （医）佳信会　クリニックつしま 496-0019 津島市百島町黒佛2 0567-28-7111
津島市 鷲野　正身 ワシノ医院 496-0819 津島市又吉町2-27 0567-26-2851
瀬戸旭 青山　貴彦 （医）青和会　中央病院 489-0805 瀬戸市陶原町3-12 0561-82-1200
一宮市 藤本　岳志 藤本耳鼻咽喉科医院 491-0851 一宮市大江3-7-10 0586-72-3450
一宮市 吉川　雅治 今伊勢よしかわクリニック 491-0053 一宮市今伊勢町本神戸立切東２９－１ 0586-64-8666
稲沢市 荒尾　元博 （医）荒尾内科･耳鼻咽喉科 492-8401 稲沢市梅須賀町7-31 0587-34-3111
稲沢市 石原　弘貴 いしはら内科・循環器内科クリニック 492-8065 稲沢市下津大門町91-1 0587-21-1002
稲沢市 梶浦　元晴 （医）晴優会　かじうらファミリークリニック 492-8062 稲沢市下津住吉町22 0587-34-5556
稲沢市 手塚　俊文 （医）佳信会　尾張西クリニック 490-1301 稲沢市平和町須ｹ谷馬橋712-3 0567-47-0088
稲沢市 宮川　幸一郎 （医）幸酉会　宮川医院 492-8162 稲沢市井之口小番戸町8 0587-24-3811
稲沢市 宮川　真三郎 （医）幸酉会　宮川医院 492-8162 稲沢市井之口小番戸町8 0587-24-3811
稲沢市 楊　睦正 よう泌尿器科･皮膚科 492-8279 稲沢市天池遠松町95 0587-22-1800
春日井市 小栗　明子 明子ウェルネス･クリニック 486-0916 春日井市八光町3-35 0568-31-4358
春日井市 羽柴　良樹 （医）浅田レディース勝川クリニック 486-0931 春日井市松新町1-4ﾙﾈｯｸ5F 0568-35-2203
小牧市 土井　雅史 DOI　ＣＬＩＮＩＣ 485-0063 小牧市藤島町鏡池72 0568-77-8018
小牧市 三輪　貴彦 みわレディースクリニック 485-0041 小牧市小牧2-582 0568-76-2603
尾北 大脇　正哉 （医）おおわきレディスクリニック 483-8155 江南市南山町中225-2 0587-56-3556
尾北 小林　勝正 在宅医療ロータス 480-0142 丹羽郡大口町中小口2-238 0587-95-5111
尾北 小林　武 こばやし耳鼻咽喉科 484-0086 犬山市松本町2-31 0568-61-3154
尾北 中村　司朗 （医）不動会　なかむら･ファミリークリニック 483-8259 江南市上奈良町錦54-1 0587-56-8188
尾北 山田　猛 やまだ産婦人科 483-8063 江南市高屋町八幡116 0587-54-7511
東海市 平松　義文 如来山内科･外科クリニック 476-0014 東海市富貴ノ台2-165 052-689-0900
知多郡 大岩　大介 （医）　大岩医院 470-3412 知多郡南知多町豊浜上大田面12-1 0569-65-0184
知多郡 山本　さゆり ゆりクリニック 470-2101 知多郡東浦町森岡前田16-1 0562-82-3337
豊田加茂 花澤　勇樹 花レディースクリニック 470-0207 みよし市福谷町細田1-3 0561-33-0311
豊田加茂 花澤　佳明 花レディースクリニック 470-0207 みよし市福谷町細田1-3 0561-33-0311
豊田加茂 保志条　博 保志条クリニック 470-1216 豊田市和会町稲葉39-2 0565-21-3333
安城市 野々川　信 （医）野々川内科 446-0034 安城市南町2-20 0566-75-2578
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