
医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

アイシン高丘本社診療所 森川　重敏 473-0000 豊田市高丘新町天王１ 0565-54-1170 豊田市

愛知クリニック 小川　弘恒 463-0004 名古屋市守山区日の後８０５番地 052-736-5511 名古屋市守山区

青木内科クリニック 青木　一 486-0918 春日井市如意申町７－１２－１０ 0568-32-6600 春日井市

あおばクリニック 高橋　清一 489-0987 瀬戸市西山町１－１９ 0561-83-0022 瀬戸市

青山クリニック 青山　隆 489-0917 瀬戸市效範町２－３４ 0561-82-1141 瀬戸市

青山病院 青山　弘彦 489-0986 瀬戸市南山町１－５３ 0561-82-1118 瀬戸市

青山病院 市原　成記 489-0986 瀬戸市南山町１－５３ 0561-82-1118 瀬戸市

青山病院 岡庭　誠 489-0986 瀬戸市南山町１－５３ 0561-82-1118 瀬戸市

青山病院 長江　秀利 489-0986 瀬戸市南山町１－５３ 0561-82-1118 瀬戸市

あきおファミリークリニック 長谷川　明生 463-0001 名古屋市守山区上志段味大塚１２１６番地２ 052-736-7822 名古屋市守山区

阿久津ヒフ科 阿久津　順 463-0065 名古屋市守山区廿軒家５番７号 052-795-0128 名古屋市守山区

浅井医院 浅井　富成 463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目１４の３ 052-791-2037 名古屋市守山区

あさいクリニック 浅井　敬子 489-0883 瀬戸市東権現町３番地 0561-84-3115 瀬戸市

あさいクリニック 小林　聖子 489-0883 瀬戸市東権現町３番地 0561-84-3115 瀬戸市

あさい病院 浅井　寿正 489-0866 瀬戸市矢形町１７８－１ 0561-84-3111 瀬戸市

あさい病院 石本　直良 489-0866 瀬戸市矢形町１７８－１ 0561-84-3111 瀬戸市

あさい病院 篠原　日出人 489-0866 瀬戸市矢形町１７８－１ 0561-84-3111 瀬戸市

あさい病院 杉浦　友 489-0866 瀬戸市矢形町１７８－１ 0561-84-3111 瀬戸市

浅川医院 浅川　順一 463-0013 名古屋市守山区小幡中三丁目１４－３ 052-794-5437 名古屋市守山区



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

浅田レディース勝川クリニック 浅田　義正 486-0931 春日井市松新町１丁目４番地 ルネック５Ｆ 0568-35-2203 春日井市

浅田レディース名古屋駅前クリニック 浅田　義正 450-0002 名古屋市中村区名駅４丁目６番地１７号 052-551-2203 名古屋市中村区

浅野産婦人科 浅野　秀直 488-0867 尾張旭市城前町４－１－９ 0561-53-7500 尾張旭市

浅野整形外科医院 浅野　経生 489-0874 瀬戸市幡野町２ 0561-84-3000 瀬戸市

浅野内科 浅野　公造 489-0964 瀬戸市上之山町３－４５－２ 0561-85-0600 瀬戸市

あさひ・こころのクリニック 大角　呼正 488-0818 尾張旭市向町二丁目４－１ 0561-55-5565 尾張旭市

あさひ眼科クリニック 大岩　裕泰 488-0015 尾張旭市三郷町栄３－１ プレミール三郷１Ｆ 0561-51-1733 尾張旭市

（医）とく治会　朝日クリニック 朝日　憲治 465-0004 名古屋市名東区香南１－４１７ 052-779-2435 名古屋市名東区

（医）とく治会　朝日クリニック 朝日　知子 465-0004 名古屋市名東区香南１－４１７ 052-779-2435 名古屋市名東区

あさひ内科 山内　雅博 488-0043 尾張旭市北本地ケ原町３－１２５ 0561-52-3221 尾張旭市

あだち皮フ科 安立　あゆみ 463-0004 名古屋市守山区花咲台１－８０１ 052-739-3577 名古屋市守山区

アベクリニック 阿部　陽一郎 486-0851 春日井市篠木町６丁目２－４ 0568-84-6600 春日井市

天子田おぎそクリニック 小木曽　清二 463-0037 名古屋市守山区天子田２丁目１８０２－１ 052-773-1033 名古屋市守山区

あらかわ医院 新川　正治 488-0006 尾張旭市大久手町中松原３９ 0561-53-9666 尾張旭市

荒川医院 荒川　敏之 463-0065 名古屋市守山区廿軒家３－２４ 052-793-2008 名古屋市守山区

有竹眼科 有竹　俊明 489-0887 瀬戸市菱野台４－７－２ 0561-84-1121 瀬戸市

飯田医院 飯田　重毅 486-0808 春日井市田楽町１６５４ 0568-81-3032 春日井市

飯田クリニック 飯田　幸雄 488-0011 尾張旭市東栄町２－８－８ 0561-53-1711 尾張旭市

飯田クリニック 飯田　茂幸 488-0011 尾張旭市東栄町２－８－８ 0561-53-1711 尾張旭市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

いかい内科クリニック 猪飼　昌弘 463-0032 名古屋市守山区白山４－１００１ 052-760-3666 名古屋市守山区

池下ファミリー耳鼻科 西脇　知子 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 名古屋市千種区

いしかわレディースクリニック 石川　洋 488-0047 尾張旭市南栄町黒石６４－５ 0561-55-3800 尾張旭市

石黒内科クリニック 石黒　哲也 486-0846 春日井市朝宮町１－１１－１ 0568-89-3335 春日井市

石原耳鼻咽喉科医院 石原　正健 463-0021 名古屋市守山区大森五丁目１０９番地 052-799-1533 名古屋市守山区

いずみが丘クリニック 石黒　良彦 463-0004 名古屋市守山区泉が丘１７０２ 052-739-1772 名古屋市守山区

一社クリニック 春日　輝明 465-0093 名古屋市名東区一社四丁目２１１番地 052-702-7600 名古屋市名東区

いとうこどもクリニック 伊藤　道男 480-0305 春日井市坂下町４－２６９－３ 0568-88-1566 春日井市

伊藤内科医院 伊藤　貫之 463-0065 名古屋市守山区廿軒家３２－１２ 052-791-2019 名古屋市守山区

イトウ内科小児科 伊藤　清隆 489-0916 瀬戸市平町１－６１－１ 0561-21-8400 瀬戸市

イトウ内科小児科 伊藤　隆雄 489-0916 瀬戸市平町１－６１－１ 0561-21-8400 瀬戸市

いながきクリニック 稲垣　均 488-0002 尾張旭市根の鼻町１－２－９ 0561-53-7277 尾張旭市

犬飼クリニック 犬飼　偉経 488-0061 尾張旭市北原山町六田池２２１４－４ 0561-53-7070 尾張旭市

井上医院 井上　義基 486-0901 春日井市牛山町２９６－２１ 0568-31-3739 春日井市

井上病院 宮崎　芳機 489-0927 瀬戸市川北町２－１１ 0561-83-3131 瀬戸市

杁ヶ池ＫＩＤＳクリニック 片野　千鶴子 480-1110 長久手市杁ヶ池１５０６ 0561-63-8639 長久手市

杁ヶ池ＫＩＤＳクリニック 片野　直之 480-1110 長久手市杁ヶ池１５０６ 0561-63-8639 長久手市

杁ヶ池メンタルクリニック 高見　悟郎 480-1116 長久手市戸田谷１１０１ 0561-62-2782 長久手市

岩塚クリニック 岩塚　和子 486-0824 春日井市割塚町１４６ 0568-81-4133 春日井市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

岩成台診療所 神間　修 487-0033 春日井市岩成台６－２－３ 0568-91-0743 春日井市

印場クリニック 宮井　宏暢 488-0842 尾張旭市印場元町四丁目７番地１３ 0561-55-6880 尾張旭市

うちだ内科クリニック 内田　淳夫 463-0048 名古屋市守山区小幡南３－５－３ 052-758-1122 名古屋市守山区

打田内科クリニック 打田　昌夫 489-0005 瀬戸市中水野町２－７３６ 0561-48-7771 瀬戸市

打田内科クリニック 打田　佑人 489-0005 瀬戸市中水野町２－７３６ 0561-48-7771 瀬戸市

打田内科クリニック 篠原　由里 489-0005 瀬戸市中水野町２－７３６ 0561-48-7771 瀬戸市

打田内科クリニック 福岡　敬晃 489-0005 瀬戸市中水野町２－７３６ 0561-48-7771 瀬戸市

打田内科クリニック 三竹　重久 489-0005 瀬戸市中水野町２－７３６ 0561-48-7771 瀬戸市

うめむら眼科 梅村　昌代 463-0021 名古屋市守山区大森１－３３０２ 052-768-1230 名古屋市守山区

うりすクリニック 宇理須　厚雄 488-0016 尾張旭市三郷町陶栄３ 0561-51-1021 尾張旭市

栄花皮フ科 栄花　芳典 488-0015 尾張旭市三郷町栄１ ＬＥＶＥＬ　　ＦＯＵＲ　　４Ｆ 0561-52-0350 尾張旭市

種田クリニック 種田　孝 463-0092 名古屋市守山区白沢町１６８番地 052-793-9200 名古屋市守山区

おいわけクリニック 加藤　晴通 489-0065 瀬戸市追分町１１３ 0561-82-4088 瀬戸市

大岩医院 大岩　泰之 488-0016 尾張旭市三郷町陶栄１０３ 0561-53-2806 尾張旭市

大口医院 大口　貞雄 470-0134 日進市香久山５丁目１８０１番地 ミオ香久山２Ｆ 052-807-5111 日進市

おおくぼ整形外科クリニック 大久保　守 463-0056 名古屋市守山区新城１６番２０号 052-758-5551 名古屋市守山区

太田眼科医院 太田　由枝 488-0855 尾張旭市旭前町５－３－５ 0561-54-8566 尾張旭市

おおたけニコニコクリニック 大竹　一生 489-0925 瀬戸市西寺山町２０ 0561-86-0086 瀬戸市

おおたけニコニコクリニック 大竹　円 489-0925 瀬戸市西寺山町２０ 0561-86-0086 瀬戸市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

大手外科クリニック 山本　武司 486-0807 春日井市大手町２－７０ 0568-81-3033 春日井市

おおのクリニック 大野　貴也 486-0851 春日井市篠木町６丁目４－１ 0568-86-2500 春日井市

おおの耳鼻咽喉科クリニック 大野　伸晃 489-0971 瀬戸市西本地町１丁目７０－１ 0561-21-2100 瀬戸市

大橋医院 大橋　満 489-0918 瀬戸市北脇町１４９ 0561-82-2052 瀬戸市

おおわき内科クリニック 大脇　忠 489-0913 瀬戸市水南町１６３番地 0561-85-3331 瀬戸市

おがたファミリークリニック 緒方　正樹 463-0009 名古屋市守山区緑ヶ丘１０７ 052-768-6093 名古屋市守山区

おがわ整形外科 小川　孝 489-0902 瀬戸市内田町２丁目１０６番地の１ 0561-97-8050 瀬戸市

おがわ内科クリニック 小川　拓男 463-0079 名古屋市守山区幸心１－２２８ 052-791-2255 名古屋市守山区

おぐち眼科 小口　宣夫 489-0986 瀬戸市南山町１－４３ 0561-84-3422 瀬戸市

おくむら耳鼻科クリニック 奥村　耕司 487-0016 春日井市高蔵寺町北１丁目２０４－２ 0568-53-0087 春日井市

おばた駅皮フ科クリニック 田邉　直樹 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－２４－１０ アクロス小幡２Ｆ 052-794-2112 名古屋市守山区

小幡メンタルクリニック 平野　啓二 463-0011 名古屋市守山区小幡１丁目１－１３番 052-791-3331 名古屋市守山区

おはなばたけクリニック 花谷　崇 463-0065 名古屋市守山区廿軒家２２－４０ 052-792-1320 名古屋市守山区

尾張旭クリニック 鈴木　聰 488-0801 尾張旭市東大道町原田２５０５－１ 0561-52-7111 尾張旭市

尾張旭クリニック 山之内　国男 488-0801 尾張旭市東大道町原田２５０５－１ 0561-52-7111 尾張旭市

おわり瀬戸ひびの内科クリニック 日比野　清富 489-0819 瀬戸市西本町２丁目８ 0561-82-0222 瀬戸市

おわり瀬戸ひびの内科クリニック 平松　啓 489-0819 瀬戸市西本町２－８ 0561-82-0222 瀬戸市

春日井リハビリテーション病院 福井　雅子 480-0304 春日井市神屋町７０６番地 0568-88-0011 春日井市

片山内科こどもクリニック 片山　公美 487-0013 春日井市高蔵寺町５－１４－１３ 0568-51-0229 春日井市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

勝川医院 市川　敏男 486-0914 春日井市若草通１丁目１２番地 0568-31-2308 春日井市

勝川医院 鵜飼　正俊 486-0914 春日井市若草通１丁目１２番地 0568-31-2308 春日井市

勝川よろずクリニック 丹羽　智彦 486-0932 春日井市松河戸町２丁目６番地２ 0568-35-5580 春日井市

可知整形外科 可知　悟 488-0066 尾張旭市南原山町赤土２７５ 0561-53-2547 尾張旭市

加藤医院 加藤　牧子 480-1207 瀬戸市品野町５－３３３ 0561-41-0172 瀬戸市

加藤医院 加藤　正仁 480-1207 瀬戸市品野町５－３３３ 0561-41-0172 瀬戸市

加藤クリニック 加藤　聡 486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷１－２ 0568-31-3361 春日井市

加藤クリニック 加藤　茂 486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷１－２ 0568-31-3361 春日井市

加藤眞二クリニック 加藤　眞二 488-0833 尾張旭市東印場町二反田４１番地 0561-52-8811 尾張旭市

加藤内科クリニック 加藤　誠章 488-0014 尾張旭市三郷町中井田１６３－２ 0561-53-8500 尾張旭市

加藤皮フ科クリニック 加藤　素生 489-0821 瀬戸市薬師町２０ 0561-82-7290 瀬戸市

かなもり小児科 金森　俊輔 488-0855 尾張旭市旭前町５－７－８ アネックスビル１階 0561-54-7252 尾張旭市

金山クリニック 金山　和広 470-0117 日進市藤塚３－５６５ 0561-72-7111 日進市

上志段味しんざと眼科クリニック 新里　越史 463-0001 名古屋市守山区上志段味所下１０５２ 052-736-1600 名古屋市守山区

からき眼科クリニック 唐木　剛 487-0024 春日井市大留町２丁目１７－５ 0568-53-0777 春日井市

河合クリニック 河合　徹也 488-0839 尾張旭市渋川町２－１４－１２ 0561-52-2221 尾張旭市

川島病院 川島　弘道 463-0032 名古屋市守山区白山３－５０１ 052-773-1155 名古屋市守山区

川島病院 川島　正幹 463-0032 名古屋市守山区白山３－５０１ 052-773-1155 名古屋市守山区

川島病院 倉橋　伸吾 463-0032 名古屋市守山区白山３－５０１ 052-773-1155 名古屋市守山区



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

川島病院 齋藤　篤 463-0032 名古屋市守山区白山３－５０１ 052-773-1155 名古屋市守山区

川瀬医院 前田　誠司 486-0000 春日井市若葉通２－３２ 0568-31-2266 春日井市

川瀬クリニック 川瀬　淳 463-0011 名古屋市守山区小幡５－１－６ 052-791-2644 名古屋市守山区

眼科広川クリニック 廣川　英里 463-0814 名古屋市守山区桔梗平一丁目２４０３番地 052-739-1522 名古屋市守山区

眼科広川クリニック 廣川　仁則 463-0814 名古屋市守山区桔梗平一丁目２４０３番地 052-739-1522 名古屋市守山区

眼科山田クリニック 山田　潔 487-0031 春日井市廻間町大洞６８１－１５７ 0568-88-1418 春日井市

北川内科 北川　渡 465-0037 名古屋市名東区藤香町１４ 052-774-1833 名古屋市名東区

きたはらやまクリニック 加藤　彰浩 488-0062 尾張旭市北原山町平池浦１８５６－１ 0561-54-1700 尾張旭市

きたやまファミリークリニック 岩山　範久 463-0011 名古屋市守山区小幡５－１４－４１ 052-795-3900 名古屋市守山区

きとうクリニック 鬼頭　正人 463-0065 名古屋市守山区廿軒家１４番４０号 052-791-8215 名古屋市守山区

くすのき内科 太田　英樹 488-0855 尾張旭市旭前町４－７－２ 0561-55-6607 尾張旭市

くみた子どもクリニック 汲田　英樹 480-1131 長久手市作田二丁目１８１２番地 0561-63-6665 長久手市

クリニック　ベル 鈴木　眞史 489-0915 瀬戸市北浦町３－１６ 0561-83-2828 瀬戸市

くれやま整形外科・胃腸科 呉山　泰進 463-0025 名古屋市守山区元郷二丁目１４０４ 052-798-7222 名古屋市守山区

黒木内科クリニック 黒木　秀明 046-3081 名古屋市守山区深沢1丁目７０５ 052-736-5010 名古屋市守山区

けやき内科 加藤　景介 465-0008 名古屋市名東区猪子石原一丁目２００２ 052-774-2002 名古屋市名東区

こいで耳鼻咽喉科 小出　明美 488-0015 尾張旭市三郷町栄１０番地 クレスト三郷１階 0561-53-3711 尾張旭市

髙阪内科 髙阪　崇 489-0815 瀬戸市南仲之切町１１１ 0561-21-5011 瀬戸市

光寿会春日井病院 加藤　清也 486-0819 春日井市下原町字萱場１９２０－１ 0568-82-5500 春日井市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

肛門科安藤外科 安藤　秀行 486-0914 春日井市若草通３－３９ 0568-33-7033 春日井市

こせんじょう通あんどうクリニック 安藤　英也 480-1177 長久手市仏が根１８２７ 0561-63-0700 長久手市

こだま耳鼻科クリニック 児玉　将隆 489-0913 瀬戸市水南町１５５－１ 0561-87-4187 瀬戸市

こでまりクリニック 小林　麻里 463-0011 名古屋市守山区小幡２－４－７ 052-794-4114 名古屋市守山区

ごとう内科クリニック 後藤　啓五 489-0861 瀬戸市八幡台１丁目１番地 0561-84-3355 瀬戸市

後藤皮膚科 後藤　重己 463-0089 名古屋市守山区西川原町４３ 052-796-0169 名古屋市守山区

こどもクリニック　・　パパ 高橋　昌久 471-0071 豊田市東梅坪町２丁目９５番地 0565-31-8851 豊田市

こどもゆめクリニック 伊藤　淳 487-0034 春日井市白山町８－２－６ 0568-51-3907 春日井市

こどもゆめクリニック 片山　道弘 487-0034 春日井市白山町８－２－６ 0568-51-3907 春日井市

小松原内科 小松原　和夫 480-0305 春日井市坂下町５－１２１５－７４２ 0568-88-3100 春日井市

小松原内科 服部　祐子 480-0305 春日井市坂下町５－１２１５－７４２ 0568-88-3100 春日井市

小山クリニック 小山　浩 487-0006 春日井市石尾台２－４－１２ 0568-48-1112 春日井市

こんどう眼科 近藤　寿美代 489-0865 瀬戸市山口町２３７番地の１ 0561-85-6878 瀬戸市

近藤眼科クリニック 近藤　三博 488-0839 尾張旭市渋川町２丁目１４番地１１ 0561-51-2738 尾張旭市

こんどう内科クリニック 近藤　博人 463-0056 名古屋市守山区新城１６番１６号 052-758-5296 名古屋市守山区

佐伯小児科 佐伯　公 488-0814 尾張旭市西大道町前田３７９４－２ 0561-53-2550 尾張旭市

さかい皮ふ科 神谷　受利 488-0832 尾張旭市東印場町二丁目２番地１５ 0561-54-8050 尾張旭市

坂下クリニック 畑中　勇二 480-0305 春日井市坂下町７－７９８－６ 0568-88-7766 春日井市

坂田内科 坂田　成一郞 489-0819 瀬戸市西本町１－１１ 0561-87-0169 瀬戸市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

さがら整形外科 相良　学爾 458-0848 名古屋市緑区水広二丁目１２１－１ 052-875-0075 名古屋市緑区

佐光内科 横山　智絵子 480-1153 長久手市作田２－１１０５ 0561-62-7011 長久手市

佐々木外科 佐々木　晋 489-0887 瀬戸市菱野台３－６０ 0561-84-7211 瀬戸市

佐藤医院 佐藤　椙子 463-0067 名古屋市守山区守山三丁目２番３０号 052-794-3387 名古屋市守山区

佐藤クリニック 佐藤　正 463-0062 名古屋市守山区長栄１３－１４ 052-794-8008 名古屋市守山区

佐藤クリニック 佐藤　有三 470-0111 日進市米野木町丁田２０－１ 0561-74-7888 日進市

さとう内科クリニック 佐藤　郁子 489-0971 瀬戸市西本地町１丁目１２８番地 0561-76-5871 瀬戸市

さとし耳鼻咽喉科クリニック 加藤　賢史 463-0090 名古屋市守山区瀬古東３－１２４５－１ 052-758-5700 名古屋市守山区

佐分利クリニック 佐分利　良公 509-5123 土岐市土岐口南町四丁目45番 0572-55-0066 土岐市

産科　婦人科　七原 鳥山　道依 487-0034 春日井市白山町２－３－１ 0568-51-8222 春日井市

産婦人科かたのクリニック 片野　衣江 487-0025 春日井市出川町５丁目８－６ 0568-51-1448 春日井市

四軒家整形外科クリニック 高嶺　由二 488-0823 尾張旭市庄南町２丁目８－７ 052-777-1222 尾張旭市

しだみクリニック 服部　博高 463-0003 名古屋市守山区下志段味字作り道１６０４－１ 052-739-0012 名古屋市守山区

しだみ高橋クリニック 高橋　卓嗣 463-0002 名古屋市守山区中志段味洞畑２１５０ 052-778-7885 名古屋市守山区

しなのクリニック 水野　孝 480-1207 瀬戸市品野町６－１１７ 0561-41-3101 瀬戸市

しばた整形外科 柴田　正人 468-0002 名古屋市天白区焼山２丁目１２０６番地 052-800-1200 名古屋市天白区

しば内科クリニック 芝　健治 463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目２４番１０号 052-793-8001 名古屋市守山区

しばはらクリニック 柴原　弘明 470-0348 豊田市貝津町箕輪２１６－１ 0565-45-6633 豊田市

志水医院 志水　善郎 470-0131 日進市岩崎町神明８６ 0561-72-1181 日進市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

志水クリニック 志水　明浩 463-0021 名古屋市守山区大森一丁目１２０４番地 052-798-1311 名古屋市守山区

しみずやま皮フ科クリニック 早川　彰紀 458-0919 名古屋市緑区桶狭間神明３９０１ 052-625-6111 名古屋市緑区

寿光会中央病院 阿井　信吾 470-0224 みよし市三好町石畑５番地 0561-32-1935 みよし市

庄南内科 金森　寛幸 488-0823 尾張旭市庄南町４－１１２－１ 052-769-1230 尾張旭市

白沢眼科 梅村　充史 463-0097 名古屋市守山区川村町３６７番地 052-793-0003 名古屋市守山区

白鳥藤田クリニック 藤田　勝成 470-0153 東郷町和合北蚊谷１６６ 05613-8-9888 東郷町

白山外科クリニック 寺澤　利昭 487-0034 春日井市白山町５丁目２１－８ 0568-51-5552 春日井市

城山クリニック 黒江　幸四郎 488-0872 尾張旭市平子町長池上６３９９ 0561-51-1170 尾張旭市

しろやま皮フ科クリニック 笹田　佳江 488-0004 尾張旭市大久手町一の曽４８番 0561-56-4112 尾張旭市

しんたに医院 新谷　理 488-0035 尾張旭市上の山町間口３０３３番５ 0561-55-3577 尾張旭市

神保外科 神保　慎 463-0013 名古屋市守山区小幡中二丁目２０番１号 052-793-4728 名古屋市守山区

しんまちクリニック 安藤　貴浩 486-0816 春日井市東野新町２－１６－１ 0568-85-1901 春日井市

新守山クリニック 本村　日出男 463-0076 名古屋市守山区鳥羽見２－１２ 052-791-2264 名古屋市守山区

神領ファミリークリニック 林　雄三 486-0829 春日井市掘ノ内町４－４－３ 0568-85-3070 春日井市

神領マタニティ 堀部　進次 486-0829 春日井市堀ノ内町３－７－９ 0568-87-4103 春日井市

森林公園通クリニック 佐久間　正人 488-0007 尾張旭市柏井町公園通５３６ 0561-55-5130 尾張旭市

須賀医院 須賀　泰博 486-0821 春日井市神領町２－１２－１２ 0568-81-7155 春日井市

杉上クリニック 杉上　勝美 470-0131 日進市岩崎町芦廻間８７－１ 0561-72-5050 日進市

すぎうら形成外科・皮フ科 杉浦　謙介 488-0804 尾張旭市西の野町５丁目７０番２ 0561-53-8801 尾張旭市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

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

杉山クリニック 杉山　文彦 470-0452 豊田市迫町７７－１ 0565-76-5959 豊田市

杉山耳鼻咽喉科 杉山　貴志子 480-1131 長久手市長湫字上作田１６－１ 0561-62-1952 長久手市

すずきこころのクリニック 鈴木　裕宇磨 488-0833 尾張旭市東印場町二反田３４７番１ 0561-53-8880 尾張旭市

鈴木耳鼻咽喉科 鈴木　茂 489-0887 瀬戸市菱野台３－５７ 0561-83-8866 瀬戸市

すずき整形外科 鈴木　雅喜 489-0919 瀬戸市川端町３－３１ 0561-82-7021 瀬戸市

すずらんクリニック 藤脇　佐世子 486-0822 春日井市熊野町１５１９ 0568-84-3101 春日井市

すまいる皮ふ科クリニック 鈴木　有彦 487-0025 春日井市出川町３－１４－２ 0568-52-1341 春日井市

生協もりやま診療所 大竹　喜代一 463-0011 名古屋市守山区小幡３－８－１０ 052-795-5885 名古屋市守山区

せこ内科クリニック 鈴木　一成 463-0068 名古屋市守山区瀬古一丁目７２０番地 052-758-0150 名古屋市守山区

せとかいどう　花井クリニック 花井　雅志 488-0840 尾張旭市印場元町三丁目4番地の5 0561-52-8715 尾張旭市

瀬戸眼科 小原　浩 489-0931 瀬戸市高根町３－８３ 0561-85-3900 瀬戸市

瀬戸共立クリニック 山口　諭 489-0916 瀬戸市平町２丁目１９番地 0561-86-0555 瀬戸市

瀬戸共立クリニック 山田　哲也 489-0916 瀬戸市平町２丁目１９番地 0561-86-0555 瀬戸市

せとぐち心療内科クリニック 山口　力 489-0935 瀬戸市福元町１９－４ 健康陽だまりビルディング２階 0561-89-4800 瀬戸市

せとぐち内科 林　富士雄 489-0941 瀬戸市瀬戸口町１４４ 0561-21-6170 瀬戸市

瀬戸にしな整形外科クリニック 仁科　直文 489-0884 瀬戸市西茨町４８ 0561-87-0247 瀬戸市

瀬戸みどりのまち病院 浅井　健次 489-0875 瀬戸市緑町２丁目１１４番地１ 0561-84-3113 瀬戸市

瀬戸みどりのまち病院 稲村　嘉明 489-0875 瀬戸市緑町２丁目１１４番地１ 0561-84-3113 瀬戸市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

瀬戸みどりのまち病院 加納　覚 489-0875 瀬戸市緑町２丁目１１４番地１ 0561-84-3113 瀬戸市

瀬戸みどりのまち病院 戸田　晴夫 489-0875 瀬戸市緑町２丁目１１４番地１ 0561-84-3113 瀬戸市

そのこレディースクリニック 三枝　園子 488-0830 尾張旭市東印場町二丁目１番地５ 0561-55-5666 尾張旭市

祖父江クリニック 祖父江　輝子 480-1131 長久手市原邸８１９ 0561-64-1170 長久手市

祖父江クリニック 祖父江　良 480-1131 長久手市原邸８１９ 0561-64-1170 長久手市

そぶえ内科クリニック 祖父江　雅至 486-0853 春日井市穴橋町２－１２－１３ 0568-87-3600 春日井市

髙橋医院 髙橋　廣次郎 463-0053 名古屋市守山区小幡千代田１４－９ 052-793-7355 名古屋市守山区

たかはしクリニック 高橋　正行 489-0057 瀬戸市西十三塚町５３－２ 0561-87-1123 瀬戸市

滝川医院 滝川　稔邦 486-0927 春日井市柏井町２－４５－１ 0568-31-7701 春日井市

医療法人　たけうちクリニック 竹内　正行 463-0035 名古屋市守山区森孝二丁目９６１番地 052-772-2020 名古屋市守山区

竹田耳鼻咽喉科 竹田　光彦 463-0067 名古屋市守山区守山三丁目２－１３ 052-794-8733 名古屋市守山区

竹の山クリニック 山腰　雅宏 470-0136 日進市竹ﾉ山２丁目２４１２番地 0561-75-6050 日進市

田島クリニック 田島　義孝 487-0006 春日井市石尾台５丁目８－８ 0568-95-0233 春日井市

たつらクリニック 田貫　浩之 470-0136 日進市竹の山５－１５０１ 0561-73-3636 日進市

たてレディースクリニック 楯　　信太郎 463-0041 名古屋市守山区大谷町２番５１号 052-794-5151 名古屋市守山区

田中医院 田中　久也 463-0066 名古屋市守山区町南１３－１９ 052-791-2245 名古屋市守山区

田中医院 田中　稔 487-0011 春日井市中央台５丁目５番地１１ 0568-92-3821 春日井市

田中悦夫耳鼻咽喉科 田中　悦夫 463-0096 名古屋市守山区森宮町５８ 052-793-8050 名古屋市守山区

たなかこどもクリニック 田中　壮一 463-0063 名古屋市守山区八反５－２５ 052-758-3311 名古屋市守山区



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

たんぽぽクリニック 服部　努 480-1131 長久手市丁子田１５－１５５ 0561-42-4099 長久手市

中央台診療所 服部　芳彦 487-0011 春日井市中央台２－３－２　　２２８棟 0568-92-2211 春日井市

中央病院 青山　公彦 489-0805 瀬戸市陶原町３－１２ 0561-82-1200 瀬戸市

中央病院 青山　貴彦 489-0805 瀬戸市陶原町３－１２ 0561-82-1200 瀬戸市

中央病院 加藤　伸幸 489-0805 瀬戸市陶原町３－１２ 0561-82-1200 瀬戸市

中央病院 本多　弘 489-0805 瀬戸市陶原町３－１２ 0561-82-1200 瀬戸市

つぼい整形外科・内科 壷井　朋哉 488-0047 尾張旭市南栄町黒石６４－１ 0561-55-7911 尾張旭市

つぼい整形外科・内科 壷井　芳子 488-0047 尾張旭市南栄町黒石６４－１ 0561-55-7911 尾張旭市

出川もりクリニック 森　俊之 481-0027 春日井市出川町５丁目２５－６ 0568-52-0007 春日井市

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

堂森グリーンロードクリニック 堂森　丈正 480-1122 長久手市城屋敷１２１０ 0561-62-5800 長久手市

特別養護老人ホーム　愛の里名古屋東 花井　謙次 463-0001
名古屋市守山区大字上志段味字川原１５６番
地

052-736-5151 名古屋市守山区

としや耳鼻咽喉科クリニック 加藤　寿弥 488-0011 尾張旭市東栄町４－１－８ 0561-53-3387 尾張旭市

図書館通おかもとマタニティークリニック 岡本　俊充 480-1103 長久手市岩作字長筬１１－１ 0561-65-0301 長久手市

図書館通りクリニック 服部　学 480-1167 長久手市仲田１１０４ 0561-56-0093 長久手市

図書館通りクリニック 服部　綾 480-1167 長久手市仲田１１０４ 0561-56-0093 長久手市

とみやす整形外科クリニック 富安　聡 463-0047 名古屋市守山区小幡常燈１番３号 052-793-1161 名古屋市守山区

豊田健康管理クリニック 松本　幸三 473-0907 豊田市竜神町新生１５１－２ 0565-27-5550 豊田市

とりいクリニック 鳥井　彰人 489-0951 瀬戸市石田町４５－１ 0561-89-5111 瀬戸市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

鳥居歯科眼科 鳥居　良彦 463-0011 名古屋市守山区小幡２－６－３０ 052-793-7858 名古屋市守山区

鳥山内科クリニック 鳥山　和彦 487-0034 春日井市白山町３丁目７番地の６ 0568-52-3788 春日井市

内藤内科 内藤　敬子 487-0013 春日井市高蔵寺町４－６－１２ コスモビル１階 0568-52-3000 春日井市

内藤内科 内藤　耕太郎 487-0013 春日井市高蔵寺町４－６－１２ コスモビル１階 0568-52-3000 春日井市

永井内科クリニック 永井　修一郎 480-1125 長久手市氏神前１１６ 0561-62-2233 長久手市

長江内科小児科医院 長江　逸郎 489-0828 瀬戸市前田町１１ 0561-82-6235 瀬戸市

長久手こどもクリニック 石丸　美乃里 480-1117 長久手市喜婦嶽９１５ 0561-63-3332 長久手市

長久手耳鼻咽喉科 野口　一真 480-1115 長久手市菖蒲池１０３ 0561-63-7771 長久手市

長久手内科胃腸科 今田　朗 480-1103 長久手市岩作中島３２－２ 0561-62-1120 長久手市

ながくて西クリニック 遠藤　一夫 480-1132 長久手市上川原２２－４ 0561-64-3737 長久手市

長久手南クリニック 岩田　明 480-1131 長久手市市ヶ洞７２－３ 0561-64-5667 長久手市

長沢医院 長沢　英治 463-0003 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞２２７１－４３０ 052-736-3325 名古屋市守山区

なかじまクリニック 中嶋　博久 488-0055 尾張旭市北山町六反田２１ 0561-52-6777 尾張旭市

中野整形外科 中野　幸雄 489-0984 瀬戸市北山町４０－１ 0561-85-1717 瀬戸市

中原クリニック 中原　辰夫 489-0989 瀬戸市山手町３２７番地 0561-88-0311 瀬戸市

中原クリニック 中原　靖典 489-0989 瀬戸市山手町３２７番地 0561-88-0311 瀬戸市

なかひがし整形外科皮フ科 中東　康純 487-0033 春日井市岩成台５－２－１２ 0568-95-1555 春日井市

なかひがし整形外科皮フ科 中東　祐子 487-0033 春日井市岩成台５－２－１２ 0568-95-1555 春日井市

なかむら内科 中村　聡一 463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字海東４６８－２ 052-739-3030 名古屋市守山区



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

名古屋ニューロサージェリークリニック 林　純一 463-0003 名古屋市守山区下志段味西の原８３５ 052-799-3355 名古屋市守山区

名古屋脳神経外科クリニック 杉山　忠光 480-1131 長久手市下川原１０番１ 0561-63-1133 長久手市

名古屋脳神経外科クリニック 玉井　清 480-1131 長久手市下川原１０番１ 0561-63-1133 長久手市

名古屋脳神経外科クリニック 村上　昭彦 480-1131 長久手市下川原１０番１ 0561-63-1133 長久手市

名古屋バースクリニック 柵木　善旭 465-0002 名古屋市名東区引山三丁目２０１番地 052-778-1103 名古屋市名東区

名古屋東クリニック 宮谷　和男 480-1154 長久手市塚田１３２０番地 0561-63-5131 長久手市

成田産婦人科 伊藤　達也 460-0011 名古屋市中区大須一丁目２０番３０号 052-221-1595 名古屋市中区

なるかわレディースクリニック 生川　剛史 463-0042 名古屋市守山区野萩町１３－１４ プラザ野萩２階 052-796-2220 名古屋市守山区

にししろクリニック 神谷　雅人 463-0084 名古屋市守山区西城２丁目１３－１３ 052-791-2446 名古屋市守山区

にしだ耳鼻咽喉科 西田　基 470-0202 みよし市三好ケ丘２丁目５番１ 0561-33-0878 みよし市

にしむら泌尿器科・内科クリニック 西村　達弥 486-0852 春日井市下市場町４丁目１３－１２ 0568-57-2424 春日井市

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

にったクリニック 新田　正廣 488-0023 尾張旭市瀬戸川町１－１２８ 0561-55-5550 尾張旭市

二宮整形外科 二宮　正志 480-1131 長久手市久保山８０６番地 0561-63-5557 長久手市

ぬまたこどもクリニック 沼田　真一郎 463-0001
名古屋市守山区上志段味稲堀田新田１１８２番
地

052-778-7664 名古屋市守山区

のじり内科クリニック 野尻　修 487-0021 春日井市東神明町４４３ 0568-52-1151 春日井市

のぞみクリニック 冨田　俊二 487-0032 春日井市高森台４丁目１４－１５ 0568-29-5540 春日井市

野田内科小児科医院 野田　正治 489-0887 瀬戸市菱野台２－２９ 0561-21-3800 瀬戸市

野田内科小児科医院 野田　真澄 489-0887 瀬戸市菱野台２－２９ 0561-21-3800 瀬戸市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

灰本クリニック 灰本　元 486-0838 春日井市弥生町１－８０ 0568-85-0567 春日井市

はせがわクリニック 長谷川　義夫 465-0061 名古屋市名東区高針３－４０６ 052-702-1088 名古屋市名東区

はせがわ整形外科 長谷川　貴雄 463-0003 名古屋市守山区下志段味作り道１５８８－１ 052-739-0700 名古屋市守山区

長谷川内科 長谷川　和生 463-0079 名古屋市守山区幸心３－１１０２ 052-793-2828 名古屋市守山区

はせがわ内科クリニック 長谷川　央 488-0004 尾張旭市大久手町一の曽１１３番地 0561-55-3001 尾張旭市

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

服部クリニック 服部　賀子 487-0027 春日井市松本町１－３－７ 0568-53-0221 春日井市

服部クリニック 服部　大哉 487-0027 春日井市松本町１－３－７ 0568-53-0221 春日井市

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

はやかわクリニック 早川　安幸 486-0852 春日井市下市場町６丁目７－３ 0568-89-3388 春日井市

林眼科クリニック 林　博文 487-0034 春日井市白山町５－２－２ 0568-51-3500 春日井市

林内科医院 林　初世 486-0821 春日井市神領町２丁目３０番地4 0568-85-1112 春日井市

はら内科クリニック 原　淳一 507-0816 多治見市大畑町西仲根3-7 0572-28-3223 多治見市

はら内科クリニック 吉村　至広 507-0816 多治見市大畑町西仲根3-7 0572-28-3223 多治見市

春見あおいクリニック 種田　靖久 486-0837 春日井市春見町５６－５ 0568-85-5055 春日井市

ひえだ内科クリニック 稗田　信之 463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目１７番３号 052-794-2509 名古屋市守山区

ひがしの医院 東野　一二 489-0878 瀬戸市赤重町１１－１ 0561-85-1110 瀬戸市

ひがしの医院 東野　十三雄 489-0878 瀬戸市赤重町１１－１ 0561-85-1110 瀬戸市

樋口整形外科 樋口　善憲 463-0017 名古屋市守山区喜多山一丁目６番１８号 052-795-2300 名古屋市守山区



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

ひでき　ゆかりクリニック 山本　英輝 488-0044 尾張旭市南本地ケ原町２－１４ 0561-51-1650 尾張旭市

ひでき　ゆかりクリニック 山本　ゆかり 488-0044 尾張旭市南本地ケ原町２－１４ 0561-51-1650 尾張旭市

日比野外科 日比野　清康 488-0011 尾張旭市東栄町３－１－５ 0561-54-8666 尾張旭市

日比野外科 日比野　壯基 488-0011 尾張旭市東栄町３－１－５ 0561-54-8666 尾張旭市

ひょうたん山医院 廣瀬　直記 463-0015 名古屋市守山区西島町４番３７号 052-758-4050 名古屋市守山区

ひろし整形外科 熊澤　宏 463-0096 名古屋市守山区森宮町２８８番地 052-795-5531 名古屋市守山区

ヒロ整形クリニック 勝野　浩 480-1111 長久手市山越１０１－１ 0561-61-0707 長久手市

ファミリークリニック優 南谷　嘉彦 480-1131 長久手市根嶽２－３ 0561-64-5505 長久手市

フォレストベルクリニック 村上　聡 463-0001 名古屋市守山区上志段味羽根前６００番２ 052-737-0003 名古屋市守山区

深見医院 深見　英子 487-0016 春日井市高蔵寺町北２－１８ 0568-51-0726 春日井市

深見医院 深見　泰正 487-0016 春日井市高蔵寺町北２－１８ 0568-51-0726 春日井市

福井産婦人科医院 福井　隆介 487-0035 春日井市藤山台２丁目１番地の１２ 0568-91-5220 春日井市

福島皮フ科 福島　英治 463-0032 名古屋市守山区白山２丁目２０３番地 052-777-2345 名古屋市守山区

ふくしまファミリー内科 福嶋　俊郎 470-0100 日進市岩崎台１－１２３９ 0561-72-8222 日進市

藤が丘オーキッドファミリークリニック 伊藤　祐一 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 名古屋市名東区

藤が丘北　佳クリニック 新田　佳史 480-1135 長久手市下山４６番４ 0561-64-5617 長久手市

藤本クリニック 藤本　牧生 489-0048 瀬戸市窯神町４ 0561-87-3888 瀬戸市

藤山台診療所 秋山　昇 487-0035 春日井市藤山台３－１－５ 0568-91-3008 春日井市

藤山台診療所 秋山　裕子 487-0035 春日井市藤山台３－１－５ 0568-91-3008 春日井市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

古沢クリニック 古澤　敦 463-0013 名古屋市守山区小幡中１－２２－２０ 052-795-7221 名古屋市守山区

ベル整形外科クリニック 鈴木　達人 488-0867 尾張旭市城前町４－１－３４ 0561-55-5880 尾張旭市

星合クリニック 星合　充基 488-0075 尾張旭市新居町木の本７ 0561-51-0700 尾張旭市

星ヶ丘クリニック 河原崎　富強 486-0086 名古屋市名東区西里町５丁目３５番地 052-709-6855 名古屋市名東区

本地ヶ原クリニック 町田　英之 488-0046 尾張旭市南栄町旭ヶ丘５７－３ 0561-52-2121 尾張旭市

ほんじ眼科クリニック 振本　常弘 488-0822 尾張旭市緑町緑ヶ丘１６３－２ 0561-51-4930 尾張旭市

本多医院 本多　豊大 470-0152 東郷町北山台１－３－９ 0561-39-0139 東郷町

前田耳鼻咽喉科医院 前田　眞喜子 489-0917 瀬戸市效範町２－２７ 0561-21-5602 瀬戸市

マキムラクリニック 槇村　　進 463-0051 名古屋市守山区小幡太田３－３９ 052-793-3158 名古屋市守山区

まごころの杜クリニック 岩尾　康子 456-0077 名古屋市熱田区幡野町１７－１０ 052-228-8234 名古屋市熱田区

馬嶋眼科医院 馬嶋　紘策 488-0004 尾張旭市大久手町一の曽１１５番地 0561-53-2968 尾張旭市

ませき医院 欄　芳郎 489-0034 瀬戸市刎田町３１ 0561-83-9911 瀬戸市

まつい内科クリニック 松井　泰道 463-0004 名古屋市守山区花咲台１丁目９０７番地 052-736-8666 名古屋市守山区

松井ハートクリニック 松井　裕之 488-0021 尾張旭市狩宿町３丁目７１番地 0561-55-5150 尾張旭市

松尾医院 松尾　功 488-0823 尾張旭市庄南町３丁目８番地の５ 052-771-8017 尾張旭市

松坂クリニック 鈴木　洋介 463-0007 名古屋市守山区松坂町２５０ 052-796-1500 名古屋市守山区

松坂クリニック 鈴木　留美 463-0007 名古屋市守山区松坂町２５０ 052-796-1500 名古屋市守山区

まつした整形外科 松下　廉 486-0851 春日井市篠木町２丁目６－１ 0568-82-0333 春日井市

松下レディスクリニック 松下　聡 488-0801 尾張旭市東大道町原田８１－１ 0561-53-1103 尾張旭市



医科登録医名簿（医療機関名順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

松下レディスクリニック 松下　洋一 488-0801 尾張旭市東大道町原田８１－１ 0561-53-1103 尾張旭市

松原クリニック 松原　文惠 486-0849 春日井市八田町６－２２－１８ 0568-86-8880 春日井市

松原クリニック 松原　史朗 486-0849 春日井市八田町６－２２－１８ 0568-86-8880 春日井市

松本眼科 松本　高典 489-0814 瀬戸市末広町２－３０-1 0561-85-5500 瀬戸市

まつもと皮フ科クリニック 松本　真明 489-0066 瀬戸市東横山町１１３ ベルメゾン青山1F 0561-89-4112 瀬戸市

三浦内科クリニック 三浦　悟 489-0906 瀬戸市みずの坂２－２６ 0561-48-6101 瀬戸市

みかわクリニック 三河　健一郎 480-1111 長久手市山越３０３番地 0561-64-7600 長久手市

みずの坂こどもクリニック 中川　篤俊 489-0901 瀬戸市みずの坂５丁目３３番地 0561-48-8400 瀬戸市

水野内科 水野　勝之 480-1103 長久手市岩作権田２２－２ 0561-63-4800 長久手市

水野内科 水野　智文 480-1103 長久手市岩作権田２２－２ 0561-63-4800 長久手市

水野病院 河邉　章夫 489-0067 瀬戸市小田妻町１－１９０－２ 0561-48-2231 瀬戸市

水野病院 河邉　達夫 489-0067 瀬戸市小田妻町１－１９０－２ 0561-48-2231 瀬戸市

緑ヶ丘ファミリークリニック 大野　智義 488-0822 尾張旭市緑町緑ヶ丘１２１番地８１ 0561-54-2706 尾張旭市

宮﨑クリニック 宮﨑　淳一 463-0088 名古屋市守山区鳥神町２１９ 052-797-0155 名古屋市守山区

メイトウホスピタル 加藤　公彦 465-0025 名古屋市名東区上社３－１９１１ 052-701-7000 名古屋市名東区

めぐみクリニック 塚本　恵 486-0821 春日井市神領町９３４ 0568-82-1241 春日井市

メンタルクリニック瀬戸こころの診療所 服部　達哉 489-0066 瀬戸市東横山町１１４－３ ＡＬＬ瀬戸ビル２Ｆ 0561-85-0236 瀬戸市

ものえ内科クリニック 物江　孝司 463-0036 名古屋市守山区向台１－３０３ 052-760-2324 名古屋市守山区

森内科クリニック 森　研一 486-0945 春日井市勝川町８丁目２８５８の１ 勝川駅南口ビル１Ｆ 0568-35-3117 春日井市
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森永産婦人科医院 森永　康文 486-0836 春日井市八事町３－４６ 0568-81-1303 春日井市

もりなが耳鼻咽喉科 森永　正文 487-0025 春日井市出川町２－３１－６ 0568-52-8733 春日井市

森本医院 森本　眞樹 461-0040 名古屋市東区矢田５－１－８ 052-711-7006 名古屋市東区

守山眼科 服部　かおる 463-0067 名古屋市守山区守山一丁目７の１８ 052-791-5097 名古屋市守山区

守山整形外科クリニック 髙橋　浩成 463-0811 名古屋市守山区深沢１－１８３１ 052-739-2525 名古屋市守山区

もりやま総合心療病院 岩井　清 463-0074 名古屋市守山区町北１１－５０ 052-791-2133 名古屋市守山区

守山内科 鵜飼　宏司 463-0070 名古屋市守山区新守山９０１番地 052-791-5110 名古屋市守山区

もりやまファミリークリニック 辻藤　達也 463-0090 名古屋市守山区瀬古東３－１４０ 052-797-3883 名古屋市守山区

守山友愛病院 小林　正樹 463-0090 名古屋市守山区瀬古東二丁目４１１番地 052-793-7655 名古屋市守山区

やすい医院 安井　徹郎 488-0858 尾張旭市白鳳町１－１２０ 0561-52-9555 尾張旭市

山内クリニック 山内　雅子 487-0025 春日井市出川町８－１３－１０ 0568-52-1880 春日井市

山内クリニック 山内　晶司 487-0025 春日井市出川町８－１３－１０ 0568-52-1880 春日井市

やまうち内科 伊藤　雅子 489-0066 瀬戸市東横山町１５８－１ 0561-21-1166 瀬戸市

やまうち内科 山内　一征 489-0066 瀬戸市東横山町１５８－１ 0561-21-1166 瀬戸市

やまうち内科 山内　雄一郎 489-0066 瀬戸市東横山町１５８－１ 0561-21-1166 瀬戸市

やまがみ整形外科腰痛クリニック 山上　貴也 465-0014 名古屋市名東区上菅２丁目１２０１－１ 052-769-5577 名古屋市名東区

山際クリニック 山際　加代 486-0926 春日井市小野町２丁目７２番地 0568-33-1233 春日井市

山﨑眼科 山﨑　俊 486-0956 春日井市中新町１丁目１０－８ 0568-32-5201 春日井市

山田医院 山田　健司 463-0084 名古屋市守山区西城２－６－２１ 052-792-1200 名古屋市守山区
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やまだ内科クリニック 山田　博豊 486-0911 春日井市西高山町1-7-17 0568-34-8811 春日井市

やまだレディスクリニック 山田　英史 463-0013 名古屋市守山区小幡中３丁目２３－１１ 052-793-5551 名古屋市守山区

山手クリニック 垣花　将史 489-0989 瀬戸市山手町２８３－１ 0561-88-0080 瀬戸市

やまの耳鼻咽喉科クリニック 山野　耕嗣 463-0011 名古屋市守山区小幡三丁目２２－３１ 052-795-3387 名古屋市守山区

ゆりクリニック名古屋東 新谷　彬 463-0001
名古屋市守山区大字上志段味字川原１５６番
地

052-736-5000 名古屋市守山区

ようていファミリークリニック藤が丘 宮田　雅史 463-0034 名古屋市守山区四軒家２－７０２ 052-771-6688 名古屋市守山区

横山クリニック 横山　繁樹 489-0871 瀬戸市東長根町３５ 0561-85-1212 瀬戸市

吉田医院 平良　亮子 463-0014 名古屋市守山区城南町１９－３１ 052-793-3511 名古屋市守山区

吉田クリニック 吉田　英人 486-0856 春日井市梅ヶ坪町７１－３ 0568-81-4786 春日井市

よしだ内科眼科クリニック 吉田　朋子 463-0086 名古屋市守山区永森町３３２番地 052-758-0700 名古屋市守山区

よねづ整形外科クリニック 米津　賀鶴雄 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－２４－１０ 052-793-1235 名古屋市守山区

よねづ内科クリニック 米津　益人 463-0021 名古屋市守山区大森１丁目２０１７ 052-768-0007 名古屋市守山区

六軒屋クリニック（勝川医院分院） 山内　学 486-0842 春日井市六軒屋町字向江５９－２ 0568-89-0015 春日井市

わかお内科クリニック 若尾　孝明 488-0833 尾張旭市渋川町一丁目１８番地１０ 0561-55-5222 尾張旭市

わかばこどもクリニック 若宮　辰嘉 486-0824 春日井市割塚町５８ ドエルマルモ３０３　１階 0568-86-7750 春日井市

若松医院 若松　良隆 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台３－１３１５ 052-776-2161 名古屋市名東区

若松医院 若松　良斉 465-0091 名古屋市名東区よもぎ台３－１３１５ 052-776-2161 名古屋市名東区

和田クリニック 和田　映子 487-0021 春日井市東神明町１丁目５番地の３ 0568-51-0668 春日井市

渡辺整形外科 渡辺　俊之 487-0031 春日井市廻間町６８１－１５９ 0568-88-5000 春日井市
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渡辺内科 渡辺　頴介 465-0042 名古屋市名東区照が丘２１２ 052-777-0211 名古屋市名東区

わたらい眼科 渡會　恒久 489-0984 瀬戸市北山町８７番地の６ 0561-89-7100 瀬戸市


