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    1010,005,8 愛知県精神医療センタ〒464-0031 052-763-1511愛知県病院事業庁長　粉川　進 昭35. 7.25精神       315病院
     (011,005,3) ー 名古屋市千種区徳川山町４－１－常　勤:   19木下　平 精   他   内  現存
     　千種5 ７ (医      19) 平29. 7.25歯   
     非常勤:    4 児精
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,030,6 名古屋市立東部医療セ〒464-0071 052-721-7171名古屋市代表者名古屋村上　信五 昭35. 7.10一般       488地域支援
     (011,030,1) ンター 名古屋市千種区若水１－２－２３常　勤:   86市病院事業管理者　大 一般（感染） 病院
     　千種30 (医      84)原弘隆 平29. 7.10            10現存
     (歯       2) 内   他   呼内
     非常勤:   26 神内 精   小  
     (医      26) 外   呼外 心外
     整外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 歯  
     循内、血内、消
     内、分泌内、腎
     内、消外、乳・
     分泌外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,070,2 石井診療所 〒464-0095 052-711-8653石井　武夫 石井　武夫 昭61.10. 1内   外   皮  診療所
     　千種70 名古屋市千種区天満通１－１１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,073,6 医療法人同心会杉田病〒464-0802 052-781-0433医療法人同心会　理事杉田　荘太郎 昭42. 4. 1精神       208病院
     　千種73 院 名古屋市千種区星が丘元町１６－常　勤:    9長　杉田　荘太郎 精   神   現存
     ２０ (医       8) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,153,6 愛知県がんセンター中〒464-0021 052-762-6111愛知県知事　大村　秀丹羽　康正 平12. 1. 1一般       500病院
     (011,153,1) 央病院 名古屋市千種区鹿子殿１－１ 常　勤:  100章 組織変更 他   呼内 臨床現存
     　千種153 (医      99) 平30. 1. 1病理 形外 呼外
     (歯       1) 整外 ひ   皮  
     非常勤:  106 婦   麻   脳外
     (医      97) 眼   歯   
     (歯       9) 他：消内、血内
     、薬内、循内、
     頭内、乳内、乳
     外、消外
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    6010,166,8 勝野外科医院 〒464-0067 052-751-8831勝野　暹 勝野　暹 昭41. 4. 1一般    診療所
     　千種166 名古屋市千種区池下１－５－１５常　勤:    1 胃   外   皮  現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,188,2 渡辺医院 〒464-0006 052-711-7097渡辺　美智子 渡邊　美智子 昭49. 9. 1内   小   診療所
     　千種188 名古屋市千種区光が丘２－１２－常　勤:    1 現存
     １９ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,202,1 ちくさ病院 〒464-0075 052-741-5331医療法人豊隆会　理事服部　智司 昭45. 1. 1一般        53病院
     　千種202 名古屋市千種区内山２－１６－１常　勤:    4長　加藤　豊 内   外   整外現存
     ６ (医       3) 平30. 1. 1脳外 リハ 他  
     (薬       1) 神内 皮   ひ  
     非常勤:   22 循内、消内、消
     (医      22) 外、肛門外、呼
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,207,0 医療法人秀峰会レディ〒464-0850 052-731-8181医療法人秀峰会　理事山原　昇 平15. 2. 1一般         9診療所
     　千種207 ースクリニック山原 名古屋市千種区今池４－１４－３常　勤:    1長　山原　昇 その他 産婦 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,208,8 医療法人吉田病院 〒464-0854 052-741-4187医療法人吉田病院　理吉田　洋 昭45.10. 1一般        60病院
     　千種208 名古屋市千種区大久手町５－１９常　勤:    5事長　吉田　洋 療養        48療養病床
     (医       5) 平24.10. 1外   内   整外現存
     非常勤:   30 脳外 リハ 麻  
     (医      30) 他   呼内 
     胃内、胃外、循
     内、循外、ペイ
     ン外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,220,3 医療法人オリエンタル〒464-0850 052-741-5181医療法人オリエンタル廣瀬　光彦 昭61. 6.23内   皮   放  診療所
     　千種220 クリニック 名古屋市千種区今池１－８－５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)廣瀬　光彦 平28. 6.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,237,7 医療法人蜂友会　はち〒464-0821 052-751-8188医療法人蜂友会　理事村 　孝一 昭48. 8. 1一般        52病院
     　千種237 や整形外科病院 名古屋市千種区末盛通２－４ 常　勤:    5長　蜂谷　裕道 整外 麻   リハ現存
     (医       5) 平24. 8. 1循   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   13010,248,4 国家公務員共済組合連〒464-0011 052-711-6131国家公務員共済組合連山本　英夫 昭49. 3. 1一般       166病院
     　千種248 合会東海病院 名古屋市千種区千代田橋１－１－常　勤:   20合会　理事長　松元　 内   他   呼内現存
     １ (医      19)崇 平28. 3. 1外   整外 ひ  
     (薬       1) 眼   脳外 皮  
     非常勤:   30 麻   放   リハ
     (医      30) 消内、循内、血
     内、糖内、消外
     、血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,259,1 小林医院 〒464-0032 052-781-3603小林　久人 小林　久人 昭52. 6. 1内   胃   小  診療所
     　千種259 名古屋市千種区猫洞通３－１７ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,260,9 国枝内科 〒464-0037 052-762-2151国枝　武英 国枝　武英 昭52. 7. 1内   診療所
     　千種260 名古屋市千種区楠元町２－４９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,261,7 メディカルーサテライ〒464-0827 052-763-2311医療法人白楊会　理事横山　雅文 平元.12.25内   他   診療所
     　千種261 ト・名古屋 名古屋市千種区田代本通３－３ 常　勤:    2長　山本　明和 腎臓内科、人工現存
     (医       1) 平28.12.25透析内科、循環
     (薬       1) 器内科、消化器
     非常勤:    6 内科
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,264,1 名古屋市医師会千種区〒464-0850 052-733-1191一般社団法人名古屋市鈴木　晃夫 昭53.11. 1内   小   診療所
     　千種264 休日急病診療所 名古屋市千種区今池５－４－１５常　勤:    1医師会　会長　杉田　 現存
     (医       1)洋一 平29.11. 1
     非常勤:   57
     (医      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,267,4 医療法人昌峰会加藤病〒464-0821 052-751-1596医療法人昌峰会　理事加藤　佳美 昭54. 4. 1療養        34病院
     　千種267 院 名古屋市千種区末盛通２－１５ 常　勤:    4長　加藤　恵利子 外   整外 皮  現存
     (医       4) 平30. 4. 1内   アレ 他  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2) 肛門外科、美容
     皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,273,2 大橋クリニック 〒464-0075 052-732-2773大橋　一恵 大橋　一恵 昭55. 4. 1精   神   診療所
     　千種273 名古屋市千種区内山３－２５－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   20010,275,7 医療法人博報会上野産〒464-0082 052-721-0321医療法人博報会　理事花井　一夫 平10. 6. 1一般        19診療所
     　千種275 婦人科 名古屋市千種区上野１－１－１１常　勤:    2長　柵木　充明 その他 内   小   産婦現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,278,1 医療法人東恵会星ケ丘〒464-0026 052-782-6211医療法人東恵会　理事石丸　忠敬 昭55.11. 1一般        58病院
     (011,278,6) マタニティ病院 名古屋市千種区井上町２７ 常　勤:   10長　近藤　東臣 内   心内 精  現存
     　千種278 (医       9) 平28.11. 1小   産婦 形外
     (歯       1) 歯外 
     非常勤:   19
     (医      17)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,282,3 松永小児科医院 〒464-0850 052-732-3311松永　智幸 松永　智幸 昭56.12. 1小   診療所
     　千種282 名古屋市千種区今池５－２４－２常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,297,1 医療法人ジーアイ会水〒464-0850 052-733-0300医療法人ジーアイ会　水野　宏 昭60.10. 1他   内   診療所
     　千種297 野宏胃腸科内科 名古屋市千種区今池４－１４－３常　勤:    2理事長　水野　宏 消内 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,300,3 一社）オリエンタル労〒464-0850 052-732-2200一般社団法人オリエン岩間　汪美 昭61.11. 1内   皮   ひ  診療所
     (011,300,8) 働衛生協会メディカル名古屋市千種区今池１－８－４ 常　勤:    5タル労働衛生協会　理 放   歯   婦  現存
     　千種300 クリニック (医       5)事長　福田　吉秀 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,302,9 江口整形外科 〒464-0095 052-721-0275江口　善美 江口　善美 昭62. 3.28外   整外 リハ診療所
     　千種302 名古屋市千種区天満通１－４２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,303,7 本山眼科 〒464-0819 052-781-5961玉井　一江 玉井　一江 昭62. 7. 1眼   診療所
     　千種303 名古屋市千種区四谷通１－２　キ常　勤:    1 現存
     ャトウル本山２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,308,6 佐久間医院 〒464-0811 052-781-0430佐久間　修三 佐久間　修三 昭63. 5.23内   胃   小  診療所
     　千種308 名古屋市千種区朝岡町２－１ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平30. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   28010,309,4 徳川山クリニック 〒464-0031 052-763-6562新村　建司 新村　建司 平元. 4. 1消   外   整外診療所
     　千種309 名古屋市千種区徳川山町２－２２常　勤:    1 皮   現存
     －４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,310,2 医療法人和伸会和田内〒464-0851 052-732-1118医療法人和伸会　理事和田　正敏 平元. 4. 1一般        31病院
     　千種310 科病院 名古屋市千種区今池南２５－５ 常　勤:    4長　和田　正敏 療養        47現存
     (医       4) 平28. 4. 1内   神内 呼  
     非常勤:   15 消   循   リハ
     (医      15) 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,312,8 医療法人かとう医院 〒464-0850 052-731-3333医療法人かとう医院　加藤　隆一 平元. 9. 1耳い 診療所
     　千種312 名古屋市千種区今池５－２１－１常　勤:    1理事長　加藤　隆一 現存
     ５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,313,6 医療法人長谷川眼科 〒464-0087 052-722-1340医療法人長谷川眼科　長谷川　康紀 平元. 9. 1眼   診療所
     　千種313 名古屋市千種区清明山２－２－２常　勤:    1理事長　長谷川　康紀 現存
     １ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,314,4 医療法人ミタカ会竹内〒464-0858 052-741-4437医療法人ミタカ会　理竹内　実三 平元.11. 1眼   診療所
     　千種314 眼科 名古屋市千種区千種３－２１－１常　勤:    2事長　竹内　実三 現存
     ２ (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,315,1 なかいで内科 〒464-0003 052-774-0406中出　泰充 中出　泰充 平 2. 4. 1内   診療所
     　千種315 名古屋市千種区新西２－９－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,316,9 高田内科 〒464-0073 052-752-3733高田　実 高田　実 平 2. 4. 1内   胃   循  診療所
     　千種316 名古屋市千種区高見１－５－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,322,7 ペイン山原クリニック〒464-0007 052-723-4503山原　武 山原　武 平 3. 4. 1麻   診療所
     　千種322 名古屋市千種区竹越２－３－２２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,323,5 しのだクリニック 〒464-0827 052-751-1058篠田　繁博 篠田　繁博 平 3. 4. 1内   外   整外診療所
     　千種323 名古屋市千種区田代本通５－１５常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,325,0 医療法人江口医院 〒464-0077 052-711-6993医療法人江口医院　理江口　秀史 平 7. 5. 1小   内   診療所
     　千種325 名古屋市千種区神田町２４ー１ 常　勤:    1事長　江口　秀史 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   38010,326,8 村元内科クリニック 〒464-0034 052-781-0160村元　章 村元　章 平 4.11. 1内   消   小  診療所
     　千種326 名古屋市千種区清住町３－５３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,332,6 宮根はやしクリニック〒464-0008 052-776-8883林　敬一郎 林　敬一郎 平 5. 7. 1外   整外 内  診療所
     　千種332 名古屋市千種区宮根台１－３－３常　勤:    1 新規 消   こう 皮  現存
     ２ (医       1) 平29. 7. 1ひ   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,333,4 医療法人碧樹会山林眼〒464-0850 052-731-2197医療法人碧樹会山林眼山林　茂樹 平29. 7.13眼   診療所
     　千種333 科 名古屋市千種区今池１－５－１０常　勤:    1科　理事長　山林　茂 移動 現存
     千種ＫＩビル５階 (医       1)樹 平29. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,335,9 医療法人大橋整形外科〒464-0075 052-731-5733医療法人大橋整形外科大橋　洋 平 6. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　千種335 名古屋市千種区内山２－７－２８常　勤:    1　理事長　大橋　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,337,5 野口クリニック 〒464-0074 052-763-7711野口　幸啓 野口　幸啓 平13.11.24ひ   皮   診療所
     　千種337 名古屋市千種区仲田２－１３－８常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,339,1 医療法人コスモス会清〒464-0808 052-781-9228医療法人コスモス会清山村　由布子 平 6. 4. 1内   眼   診療所
     　千種339 水眼科 名古屋市千種区星が丘山手１４０常　勤:    2水眼科　理事長　清水 組織変更 現存
     ５ (医       2)　隆一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,343,3 マリ皮フ科クリニック〒464-0850 052-735-0511鈴木　眞理 鈴木　眞理 平 6.12. 1皮   診療所
     　千種343 名古屋市千種区今池３－１６－２常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,350,8 きくざかクリニック 〒464-0836 052-759-1551鈴森　謙次 鈴森　謙次 平 8.12. 1一般    診療所
     　千種350 名古屋市千種区菊坂町１－４　　常　勤:    1 新規 婦   産   内  現存
     グリームオブ覚王山２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,351,6 やまもと医院 〒464-0095 052-723-5511医療法人やまもと医院山本　尚哉 平 9. 1. 1内   診療所
     　千種351 名古屋市千種区天満通１－４１－常　勤:    1　理事長　山本　尚哉 組織変更 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,352,4 樫尾クリニック 〒464-0064 052-752-1117樫尾　富二 樫尾　富二 平 9. 3. 1内   他   小  診療所
     　千種352 名古屋市千種区山門町１－７８ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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   48010,353,2 茶屋が坂クリニック 〒464-0092 052-722-2662安藤　康雄 安藤　康雄 平 9. 4. 1内   小   胃  診療所
     　千種353 名古屋市千種区茶屋が坂１－１３常　勤:    1 新規 リハ 現存
     －２１　 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,354,0 今池南クリニック 〒464-0850 052-733-1515南　洋二 南　洋二 平 9. 4. 1内   胃   小  診療所
     　千種354 名古屋市千種区今池１－２８０８常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,355,7 ぐしけん整形外科クリ〒464-0032 052-761-2211具志堅　勉 具志堅　勉 平 9. 5. 1整外 外   リハ診療所
     　千種355 ニック 名古屋市千種区猫洞通３－７－４常　勤:    1 新規 リウ 現存
     グリーンヒルズ猫洞１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,356,5 大石ファミリークリニ〒464-0076 052-722-1133大石　睦夫 大石　睦夫 平 9. 6. 1内   外   整外診療所
     　千種356 ック 名古屋市千種区豊年町１６－７ 常　勤:    1 交代 皮   ひ   麻  現存
     (医       1) 平30. 6. 1眼   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,357,3 大石眼科 〒464-0076 052-722-1460大石　雅夫 大石　雅夫 平 9. 9. 1眼   診療所
     　千種357 名古屋市千種区豊年町１６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,359,9 池下やすらぎクリニッ〒464-0841 052-763-4556上松　正幸 上松　正幸 平 9.11. 1心内 精   診療所
     　千種359 ク 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1 新規 現存
     －１サンクレア池下４階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,361,5 佐藤外科肛門科 〒464-0034 052-781-1650佐藤　圭介 佐藤　圭介 平 9.10.26外   こう 皮ひ診療所
     　千種361 名古屋市千種区清住町３－６７ 常　勤:    1 交代 整外 小外 内  現存
     (医       1) 平24.10.26リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,363,1 加藤医院 〒464-0087 052-723-0511加藤　良三 加藤　良三 平 9.12. 1内   他   小  診療所
     　千種363 名古屋市千種区清明山１－１１－常　勤:    1 交代 皮   現存
     ２０ (医       1) 平27.12. 1循環器内科、消
     化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,364,9 高田クリニック 〒464-0833 052-751-6236高田　善介 高田　善介 平 9.12. 4内   循   呼  診療所
     　千種364 名古屋市千種区大島町１－１９－常　勤:    1 交代 消   小   現存
     １ (医       1) 平27.12. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,367,2 今池内科・心療内科 〒464-0850 052-733-5221小林　昭彦 小林　昭彦 平23. 8.11内   心内 精  診療所
     　千種367 名古屋市千種区今池３－１２－１常　勤:    1 移動 アレ 現存
     ４ (医       1) 平29. 8.11
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   58010,369,8 よしむら眼科 〒464-0841 052-764-8850吉村　倫子 吉村　倫子 平20. 2.12眼   診療所
     　千種369 名古屋市千種区覚王山通９－１８常　勤:    1 移動 現存
     覚王山センタービル２階 (医       1) 平26. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,371,4 芹沢クリニック 〒464-0005 052-775-1800芹澤　清人 芹澤　清人 平10.12. 1内   外   診療所
     　千種371 名古屋市千種区千代が丘４ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,373,0 児玉循環器クリニック〒464-0858 052-732-4500児玉　泰浩 児玉　泰浩 平11. 1. 1内   小   循  診療所
     　千種373 名古屋市千種区千種１－２７－１常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61010,374,8 星ヶ丘眼科 〒464-0026 052-781-5458脇田　信子 脇田　信子 平28. 3.24眼   診療所
     　千種374 名古屋市千種区井上町８８和光星常　勤:    1 移動 現存
     ヶ丘ビル４階 (医       1) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,378,9 星ケ丘メンタルクリニ〒464-0802 052-783-2233寺田　恭子 寺田　恭子 平11. 5. 1精   神   診療所
     　千種378 ック 名古屋市千種区星が丘元町３－２常　勤:    1 新規 現存
     杉田ビル (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,379,7 小田クリニック 〒464-0093 052-723-1117小田　俊明 小田　俊明 平11. 5. 1精   心内 神内診療所
     　千種379 名古屋市千種区茶屋坂通２－４０常　勤:    1 新規 現存
     －１シャトーマスヒコ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,380,5 彦坂耳鼻咽喉科医院 〒464-0848 052-751-3925福岡　由利子 福岡　由利子 平11. 5.13耳   診療所
     　千種380 名古屋市千種区春岡１－７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,384,7 本山クリニックふじわ〒464-0036 052-762-1121藤原　道明 藤原　道明 平12. 4. 1内   消   皮  診療所
     　千種384 ら内科 名古屋市千種区本山町４－７４ 常　勤:    1 交代 放   神内 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,385,4 医療法人中島医院 〒464-0041 052-723-5115医療法人中島医院　理中島　孝太郎 平12. 7. 1内   他   小  診療所
     　千種385 名古屋市千種区霞ケ丘２－９－１常　勤:    2事長　中島　幹夫 組織変更 糖内 現存
     ７ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,386,2 大鹿内科医院 〒464-0016 052-762-2755大鹿　裕幸 大鹿　裕幸 平12. 7. 1内   小   呼  診療所
     　千種386 名古屋市千種区希望ケ丘４－８－常　勤:    1 交代 アレ 現存
     ６ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   68010,387,0 晃生医院 〒464-0084 052-711-2211鈴木　晃夫 鈴木　晃夫 平12. 7. 1内   循   小  診療所
     　千種387 名古屋市千種区松軒２－３－１７常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,388,8 ふきあげ内科胃腸科ク〒464-0858 052-731-1617蟹江　治郎 蟹江　治郎 平12.11. 1内   胃   リハ診療所
     　千種388 リニック 名古屋市千種区千種３－７－１８常　勤:    1 新規 こう 小   放  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,391,2 中村眼科クリニック 〒464-0032 052-783-5200医療法人中村眼科クリ中村　富雄 平13. 1. 1眼   診療所
     　千種391 名古屋市千種区猫洞通４－１９ 常　勤:    1ニック　理事長　中村 組織変更 現存
     (医       1)　富雄 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,393,8 さわだウィメンズクリ〒464-0819 052-788-3588澤田　富夫 澤田　富夫 平13. 4. 1産婦 診療所
     　千種393 ニック 名古屋市千種区四谷通１－１８－常　勤:    1 新規 現存
     １ＲＩＣＣＡ１１ビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,394,6 医療法人順秀会　東山〒464-0807 052-781-1235医療法人順秀会　理事加藤　秀平 平13. 4. 1内   他   小  診療所
     　千種394 内科 名古屋市千種区東山通５－１０３常　勤:    2長　加藤　秀平 組織変更 放   リハ 心内現存
     (医       2) 平25. 4. 1呼内、循内、消
     非常勤:   22 内、アレ内、糖
     (医      22) 内、乳外、代謝
     内、分泌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,395,3 おかだ皮ふ科 〒464-0082 052-723-1112岡田　明人 岡田　明人 平13. 5. 1皮   診療所
     　千種395 名古屋市千種区上野３－８－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74010,396,1 井畑クリニック 〒464-0096 052-725-3387井畑　克朗 井畑　克朗 平13. 5. 1耳   アレ 診療所
     　千種396 名古屋市千種区下方町４－５５　常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,397,9 ＭＴクリニック 〒464-0081 052-725-5835森本　剛史 森本　剛史 平13. 5. 1内   外   消  診療所
     　千種397 名古屋市千種区谷口町５－２２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76010,398,7 わかやま整形外科 〒464-0821 052-761-1200若山　三郎 若山　三郎 平13. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     　千種398 名古屋市千種区末盛通５－８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,400,1 清水クリニック 〒464-0850 052-731-0821医療法人二葉会　理事清水　隆 平13. 7. 1循   小   アレ診療所
     　千種400 名古屋市千種区今池５－１７－４常　勤:    1長　清水　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
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   78010,402,7 咲江レディスクリニッ〒464-0066 052-757-0222丹羽　咲江 丹羽　咲江 平14. 1. 1一般         2診療所
     　千種402 ク 名古屋市千種区池下町２－１５ハ常　勤:    1 新規 産   婦   内  現存
     クビ池下ビル３階 (医       1) 平26. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,403,5 こんどうメンタルクリ〒464-0821 052-757-6425近藤　三男 近藤　三男 平14. 3. 1心内 神   精  診療所
     　千種403 ニック 名古屋市千種区末盛通３－６和田常　勤:    1 新規 現存
     眼科ビル２階 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,404,3 苅谷医院 〒464-0841 052-751-3344医療法人悠心会　理事苅谷　徹 平14. 4. 1眼   診療所
     　千種404 名古屋市千種区覚王山通８－４８常　勤:    1長　横尾　夏代 組織変更 現存
     セゾン覚王山１階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81010,406,8 苅谷眼科 〒464-0841 052-762-1566医療法人悠心会　理事横尾　夏代 平14. 4. 1眼   診療所
     　千種406 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1長　横尾　夏代 組織変更 現存
     －１サンクレア池下４階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82010,407,6 茶屋ヶ坂眼科クリニッ〒464-0092 052-711-8880医療法人涼真会　理事古田　寿男 平14. 7. 1眼   診療所
     　千種407 ク 名古屋市千種区茶屋が坂２－５－常　勤:    1長　古田　寿男 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83010,409,2 岡部内科医院 〒464-0075 052-731-0570岡部　英生 岡部　英生 平14.10. 1内   診療所
     　千種409 名古屋市千種区内山２－８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,410,0 ワイワイこどもクリニ〒464-0835 052-757-3315吉田　潤 吉田　潤 平15. 1. 1小   内   診療所
     　千種410 ック 名古屋市千種区御棚町１－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,415,9 小川耳鼻咽喉科医院 〒464-0827 052-751-9987小川　晴子 小川　晴子 平15.10. 1耳い 診療所
     　千種415 名古屋市千種区田代本通５－５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   86010,416,7 桜ヶ丘メンタルクリニ〒464-0025 052-788-2100加藤　誠 加藤　誠 平15.11. 1精   心内 神  診療所
     　千種416 ック 名古屋市千種区桜が丘１１－１２常　勤:    1 新規 現存
     ソフィアビル２階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87010,417,5 大鹿耳鼻咽喉科 〒464-0044 052-761-2784大鹿　正紀 大鹿　正紀 平16. 3. 1耳い 他   診療所
     　千種417 名古屋市千種区自由ケ丘３－２－常　勤:    2 交代 小耳い 現存
     ２７シティコーポ自由ヶ丘１０４(医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,420,9 星ケ丘皮フ科 〒464-0026 052-781-6261医療法人愛星会　理事有沢　祥子 平16. 4. 1皮   診療所
     　千種420 名古屋市千種区井上町１１３星ケ常　勤:    1長　有沢　祥子 組織変更 現存
     丘中央ビル２Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,421,7 池下えぐちクリニック〒464-0067 052-763-1121江口　武史 江口　武史 平16. 5. 1外   内   胃  診療所
     　千種421 名古屋市千種区池下２－１－８Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ｔａｔｉｏｎ池下１Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90010,422,5 医療法人順秀会星ヶ丘〒464-0026 052-788-2222医療法人順秀会　理事金子　和代 平16. 5. 1内   小   循  診療所
     　千種422 内科 名古屋市千種区井上町１１３星ヶ常　勤:    1長　加藤　秀平 新規 呼   消   アレ現存
     丘中央ビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1心内 他   
     非常勤:    2 糖内
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,425,8 内科・循環器科あおや〒464-0852 052-732-0020青山　道彦 青山　道彦 平16. 9. 1内   循   診療所
     　千種425 まクリニック 名古屋市千種区青柳町６－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２グランダール吹上１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92010,426,6 佐橋内科クリニック 〒464-0011 052-719-3311佐橋　浩一 佐橋　浩一 平16.10. 1内   呼   アレ診療所
     　千種426 名古屋市千種区千代田橋２－３１常　勤:    1 新規 小   現存
     ６ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,427,4 鈴木眼科 〒464-0075 052-744-0800鈴木　聡 鈴木　聡 平17. 2. 1眼   診療所
     　千種427 名古屋市千種区内山３－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ７今池セントラルビル１階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,428,2 黒川医院 〒464-0848 052-762-6366黒川　豊 黒川　豊 平17. 2. 1内   小   心内診療所
     　千種428 名古屋市千種区春岡１－２７－６常　勤:    1 交代 リウ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   95010,430,8 日野医院 〒464-0082 052-722-7801日野　孝之 日野　孝之 平17. 4.11内   神内 診療所
     　千種430 名古屋市千種区上野３－２０－３常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96010,431,6 医療法人杉山会　ノア〒464-0850 052-741-6677医療法人杉山会　理事幅　俊人 平26. 1.20他   内   診療所
     　千種431 ・今池クリニック 名古屋市千種区今池５－３７－７常　勤:    1長　杉山　良太 移動 人工透内 現存
     (医       1) 平26. 1.20
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,433,2 イノコシ外科内科リハ〒464-0008 052-771-2611佐野　真 佐野　真 平19. 3. 1外   内   胃  診療所
     　千種433 ビリテーション室 名古屋市千種区宮根台１－５－４常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98010,434,0 こんどう整形外科リウ〒464-0071 052-725-7888医療法人健諒会　理事近藤　健治 平17. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　千種434 マチクリニック 名古屋市千種区若水３－５－２３常　勤:    1長　近藤　健治 組織変更 現存
     ＭＧファースト１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99010,437,3 さいとう内科クリニッ〒464-0074 052-764-3300齋藤　稔 齋藤　稔 平18. 1. 1内   神内 リハ診療所
     　千種437 ク 名古屋市千種区仲田２－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100010,439,9 セントラルクリニック〒464-0821 052-763-1241医療法人いちえ会　理河野　朋博 平18. 5. 1皮   内   小  診療所
     　千種439 名古屋市千種区末盛通５－３メデ常　勤:    1事長　土井　孝司 新規 現存
     ィカルビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101010,441,5 小林整形外科 〒464-0850 052-733-5200医療法人二昌会　理事崔　昌義（小林昌義）平18. 4. 1整外 リハ 外  診療所
     　千種441 名古屋市千種区今池３－１６－１常　勤:    1長　小林　昌義 組織変更 皮   現存
     ２三貴ビル１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,442,3 ソレイユ千種クリニッ〒464-0858 052-744-3201医療法人純正会　理事木村　なち 平18. 6. 1他   内   診療所
     　千種442 ク 名古屋市千種区千種２－２２－１常　勤:    1長　山本　純 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103010,444,9 観月診療所 〒464-0064 052-762-1628平山　太日子 平山　太日子 平25.12. 9精   診療所
     　千種444 名古屋市千種区山門町２－８３－常　勤:    1 移動 現存
     ３ＧＣ覚王山２０１ (医       1) 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  104010,445,6 池下ファミリー耳鼻科〒464-0841 052-764-1187西脇　知子 西脇　知子 平18.10. 1耳い アレ 診療所
     　千種445 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1 新規 現存
     －１サンクレア池下４階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105010,446,4 内科　和田クリニック〒464-0005 052-777-6767和田　裕晃 和田　裕晃 平18.10. 1内   消   小  診療所
     　千種446 名古屋市千種区千代が丘５－５０常　勤:    1 新規 現存
     ショッピングセンターコスモ３階(医       1) 平24.10. 1
     　３０５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,447,2 むらもとクリニック 〒464-0077 052-711-3221村元　秀行 村元　秀行 平18.10. 1内   消   循  診療所
     　千種447 名古屋市千種区神田町３１－１７常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,448,0 川脇クリニック 〒464-0075 052-733-1266川脇　伸彦 川脇　伸彦 平18.11. 1内   胃   外  診療所
     　千種448 名古屋市千種区内山３－２５－６常　勤:    1 交代 現存
     千種ターミナルビル３階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108010,449,8 本山こころのクリニッ〒464-0819 052-433-3662森　美緒 森　美緒 平18.12. 1神   心内 精  診療所
     　千種449 ク 名古屋市千種区四谷通１－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １ディオネ四つ谷Ⅱ　２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,450,6 医療法人　安藤内科ク〒464-0008 052-775-0711医療法人安藤内科クリ安藤　忠夫 平19. 1. 1内   小   胃  診療所
     　千種450 リニック 名古屋市千種区宮根台１－７－７常　勤:    1ニック　理事長　安藤 組織変更 現存
     (医       1)　忠夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110010,452,2 名古屋麻酔科クリニッ〒464-0837 052-757-3326鳥居　圭 鳥居　圭 平19. 4. 1他   心内 診療所
     　千種452 ク 名古屋市千種区丘上町２－４９－常　勤:    1 新規 ペイン内、疼痛現存
     ４ (医       1) 平25. 4. 1緩和内、緩和ケ
     ア内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,453,0 医療法人すぎもと在宅〒464-0850 052-731-5326医療法人すぎもと在宅杉本　由佳 平19. 4. 1内   診療所
     　千種453 医療クリニック 名古屋市千種区今池２－１－１６常　勤:    1医療クリニック　理事 組織変更 現存
     八晃ビル２０６号 (医       1)長　杉本　由佳 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112010,457,1 東名古屋画像診断クリ〒464-0044 052-764-1711医療法人名古屋放射線玉木　恒男 平20. 1. 1放   内   診療所
     　千種457 ニック 名古屋市千種区自由ケ丘３－４－常　勤:    7診断財団　理事長　岩 新規 現存
     ２６ (医       7)田　宏 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113010,458,9 青木産婦人科クリニッ〒464-0850 052-733-2198青木　耕治 青木　耕治 平20. 5. 1産婦 診療所
     　千種458 ク 名古屋市千種区今池１－５－１０常　勤:    1 新規 現存
     ＫＩビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
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  114010,462,1 ちくさセントラルクリ〒464-0850 052-733-7276医療法人豊隆会　理事祖父江　俊和 平20.10. 1アレ 他   診療所
     　千種462 ニック 名古屋市千種区今池４－４０１玉常　勤:    9長　加藤　豊 新規 腎内、代・分泌現存
     置ビル２階 (医       9) 平26.10. 1内
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,463,9 すずかけクリニック 〒464-0850 052-731-8300医療法人福智会　理事福智　寿彦 平20.10. 1精   心内 診療所
     　千種463 名古屋市千種区今池５－１９－１常　勤:    1長　福智　寿彦 新規 現存
     ２ (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,464,7 田クリニック 〒464-0087 052-723-0018医療法人 田クリニッ吉田　淳 平30. 5. 1内   他   診療所
     　千種464 名古屋市千種区清明山２－２－１常　勤:    4ク　理事長　吉田　淳 移動 他：循環器内科現存
     ６ (医       4) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117010,466,2 覚王山メンタルクリニ〒464-0841 052-757-3939草加　耕司 草加　耕司 平21. 5. 1精   心内 診療所
     　千種466 ック 名古屋市千種区覚王山通９－１８常　勤:    1 新規 現存
     覚王山センタービル２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,467,0 ごとう外科・皮フ科 〒464-0850 052-741-4704加藤　直美 加藤　直美 平21. 6. 1皮   外   アレ診療所
     　千種467 名古屋市千種区今池５－１５－４常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119010,468,8 眼科　宇野クリニック〒464-0834 052-764-1800医療法人幸光会　理事宇野　幸子 平25. 1.17眼   診療所
     　千種468 名古屋市千種区日岡町３－２４－常　勤:    1長　宇野　幸子 移動 現存
     １ (医       1) 平25. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,469,6 医療法人　ペイン池下〒464-0074 052-757-3010医療法人ペイン池下ク熊谷　幸治郎 平21.10. 1麻   診療所
     　千種469 クリニック 名古屋市千種区仲田２－１２－１常　勤:    1リニック　理事長　熊 組織変更 現存
     ０ (医       1)谷　幸治郎 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121010,470,4 いだ耳鼻咽喉科医院 〒464-0036 052-761-0208維田　史郎 維田　史郎 平21.11. 1耳い 小   診療所
     　千種470 名古屋市千種区本山町２－２４－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122010,472,0 安藤内科外科医院 〒464-0850 052-731-1338安藤　邦彦 安藤　邦彦 平22. 1. 1内   外   診療所
     　千種472 名古屋市千種区今池４－５－１８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  123010,473,8 石井クリニック 〒464-0850 052-732-3151石井　卓 石井　卓 平22. 1. 1精   他   診療所
     　千種473 名古屋市千種区今池５－２－３共常　勤:    1 交代 児童精神科 現存
     栄ビル２階３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124010,474,6 みずたにこどもクリニ〒464-0092 052-739-6061水谷　圭吾 水谷　圭吾 平22. 5. 1小   診療所
     　千種474 ック 名古屋市千種区茶屋が坂１－１２常　勤:    1 新規 現存
     －２３ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125010,476,1 伊東内科クリニック 〒464-0832 052-751-5588伊東　輝朋 伊東　輝朋 平22.10. 1内   他   小  診療所
     　千種476 名古屋市千種区山添町１－２６ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126010,477,9 池下クリニック 〒464-0073 052-763-0127加藤　久仁 加藤　久仁 平22.10. 1心内 精   内  診療所
     　千種477 名古屋市千種区高見１－２６－４常　勤:    1 組織変更 現存
     　高見光ビル２階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127010,478,7 本山腎泌尿器科　ゆう〒464-0821 052-761-1155伊藤　裕一 伊藤　裕一 平22.11. 1ひ   他   診療所
     　千種478 クリニック 名古屋市千種区末盛通５－３メデ常　勤:    1 新規 女性泌尿器科 現存
     ィカルビル２階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128010,479,5 医療法人社団エルム　〒464-0075 052-735-0300医療法人社団エルム　伊藤　友博 平23. 3. 1内   他   アレ診療所
     　千種479 伊藤クリニック 名古屋市千種区内山３－３１－１常　勤:    2理事長　伊藤　友博 組織変更 皮   現存
     ８Ｔ－スクエア２階 (医       2) 平29. 3. 1呼吸器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129010,481,1 さとみ皮フ科クリニッ〒464-0826 052-752-7111田内　里美 田内　里美 平23. 8. 1皮   外   他  診療所
     　千種481 ク 名古屋市千種区川崎町２－２６－常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130010,482,9 せんだファミリークリ〒464-0083 052-723-1200千田　勝博 千田　勝博 平23. 9. 1内   他   小  診療所
     　千種482 ニック 名古屋市千種区北千種２－５－３常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ０ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131010,483,7 服部医院 〒464-0086 052-711-1281服部　泰子 服部　泰子 平23. 9.22皮   診療所
     　千種483 名古屋市千種区萱場１－６－１５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132010,484,5 足立内科 〒464-0807 052-783-0078医療法人足立内科　理足立　昌由 平23.12. 1内   他   小  診療所
     　千種484 名古屋市千種区東山通１－１２ 常　勤:    1事長　足立　昌由 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  133010,486,0 医療法人知真会　覚王〒464-0052 052-725-3591医療法人知真会　理事福田　守男 平24. 2. 1内   神内 他  診療所
     　千種486 山クリニック 名古屋市千種区田代町四観音道西常　勤:    1長　大島　佳宣 交代 循環器内科、呼現存
     ５－１５ (医       1) 平30. 2. 1吸器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134010,488,6 一般財団法人グローバ〒464-0858 052-753-7935一般財団法人グローバ林　衆治 平24. 5. 1外   内   整外診療所
     　千種488 ルヘルスケア財団　ク名古屋市千種区千種２－２４－２常　勤:    1ルヘルスケア財団　代 新規 皮   他   現存
     リニック　チクサヒル千種タワーヒルズ１階 (医       1)表理事　林　衆治 平30. 5. 1総合診療
     ズ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135010,489,4 小口整形外科 〒464-0841 052-759-2006医療法人小口整形外科小口　光昭 平24. 5. 1外   整外 形外診療所
     　千種489 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1　理事長　小口　光昭 組織変更 リハ リウ 現存
     －１サンクレア池下東棟４階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136010,491,0 自由ケ丘医院 〒464-0016 052-762-1390小島　かをり 小島　かをり 平24. 2.24内   他   小  診療所
     　千種491 名古屋市千種区希望ケ丘１－７－常　勤:    2 交代 胃腸内科、循環現存
     １３ (医       2) 平30. 2.24器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137010,492,8 たち皮フ科クリニック〒464-0066 052-752-1092医療法人エヌ　理事長城　尚子 平24.10. 1皮   診療所
     　千種492 名古屋市千種区池下町２－２３－常　勤:    1　城　尚子 組織変更 現存
     ２今枝ビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138010,494,4 河合まごころクリニッ〒464-0008 052-769-1621河合　邦幸 河合　邦幸 平24.12. 1内   小   皮  診療所
     　千種494 ク 名古屋市千種区宮根台２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２２ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139010,495,1 打越かとうクリニック〒464-0025 052-781-0711加藤　秀幸 加藤　秀幸 平25. 3. 1内   外   リハ診療所
     　千種495 名古屋市千種区桜が丘２９５第８常　勤:    1 新規 整外 他   皮  現存
     オオタビル２階南 (医       1) 平25. 3. 1ひ   
     消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140010,497,7 大橋眼科 〒464-0095 052-711-1065大橋　文隆 大橋　文隆 平25. 3.14眼   診療所
     　千種497 名古屋市千種区天満通１－４０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141010,498,5 岡嶋医院 〒464-0087 052-711-3657飯田　初枝 飯田　初枝 平25. 4. 1耳い 内   小  診療所
     　千種498 名古屋市千種区清明山２－８－３常　勤:    2 交代 現存
     ７ (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  142010,500,8 井上内科クリニック 〒464-0841 052-764-5516医療法人井上内科クリ井上　夏夫 平25. 5. 1内   他   診療所
     　千種500 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    2ニック　理事長　井上 交代 循環器内科、漢現存
     －１サンクレア池下４階 (医       2)　夏夫 平25. 5. 1方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143010,502,4 奥村クリニック 〒464-0850 052-745-9511奥村　文美典 奥村　文美典 平25.11. 1内   他   小  診療所
     　千種502 名古屋市千種区今池３－１６－１常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ２三貴ビル２階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144010,503,2 医療法人　光が丘内科〒464-0006 052-725-3337医療法人光が丘内科ク尾山　淳 平25.11. 1内   小   呼内診療所
     　千種503 クリニック 名古屋市千種区光が丘１－１６－常　勤:    1リニック　理事長　尾 組織変更 他   アレ 現存
     ２０ (医       1)山　淳 平25.11. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145010,504,0 医療法人光寿会　今池〒464-0850 052-744-0667医療法人光寿会　理事青木　隆成 平26. 7. 1内   他   診療所
     　千種504 腎クリニック 名古屋市千種区今池５－３８－２常　勤:    1長　多和田　壽枝 新規 人工透析内科 現存
     ３ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146010,505,7 あいの風診療所 〒464-0032 052-782-0770社会福祉法人名古屋キ荒川　とよ子 平26. 7. 1小   整外 他  診療所
     　千種505 名古屋市千種区猫洞通１－１５ 常　勤:    1リスト教社会館　理事 新規 耳い 現存
     (医       1)長　湧井　規子 平26. 7. 1児童精神科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147010,506,5 茶屋ヶ坂皮フ科クリニ〒464-0092 052-722-2233医療法人ＣＳＣ　理事矢野　克明 平26. 7. 1皮   アレ 診療所
     　千種506 ック 名古屋市千種区茶屋が坂１－２２常　勤:    1長　矢野　克明 組織変更 現存
     －５ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148010,507,3 パークイーストクリニ〒464-0858 052-734-2611木下　君 木下　君 平26. 8. 1皮   他   内  診療所
     　千種507 ック名古屋 名古屋市千種区千種１－２５－１常　勤:    2 新規 美容皮膚科 現存
     １ (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149010,508,1 名古屋血管外科クリニ〒464-0850 052-744-1233医療法人ＮＶＳ　理事櫻井　恒久 平26. 7. 1他   診療所
     　千種508 ック 名古屋市千種区今池５－１－５名常　勤:    1長　櫻井　恒久 組織変更 血管外科 現存
     古屋センタープラザビル１０階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150010,509,9 たにぐち眼科 〒464-0005 052-777-6600医療法人正和会　理事谷口　正也 平26. 7. 1眼   診療所
     　千種509 名古屋市千種区千代が丘５－５０常　勤:    1長　谷口　正也 組織変更 現存
     ショッピングセンターコスモ３階(医       1) 平26. 7. 1
     ３０１ 非常勤:    1
     (医       1)
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  151010,510,7 はらたクリニック　内〒464-0821 052-751-2525原田　雅生 原田　雅生 平26.10. 1内   他   診療所
     　千種510 科・消化器内科 名古屋市千種区末盛通５－３メデ常　勤:    1 新規 消化器内科、内現存
     ィカルビル４階 (医       1) 平26.10. 1視鏡内科、肝臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152010,512,3 フラワーベルＡＲＴク〒464-0841 052-764-0010医療法人葵鐘会　理事丸田　英 平26.10. 1産   婦   他  診療所
     　千種512 リニック 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1長　山下　守 新規 婦人科（不妊治現存
     －１パレマルシェ池下店３階 (医       1) 平26.10. 1療）
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153010,513,1 ながい消化器内科クリ〒464-0807 052-781-2371永井　賢司 永井　賢司 平27. 1. 1内   他   診療所
     　千種513 ニック 名古屋市千種区東山通１－１６ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154010,514,9 和光医院 〒464-0092 052-712-1777医療法人永朋会　理事加藤　麗子 平27. 1. 1他   精   心内診療所
     　千種514 名古屋市千種区茶屋が坂１－１２常　勤:    1長　加藤　晃司 組織変更 児童精神科 現存
     －２ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155010,515,6 整形外科　京命クリニ〒464-0004 052-776-3331医療法人京命　理事長三ツ口　由紀子 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　千種515 ック 名古屋市千種区京命２－８－２１常　勤:    2　三ツ口　秀幸 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156010,516,4 本山第一クリニック 〒464-0807 052-781-7700浅野　眞一 浅野　眞一 平27. 8. 1内   小   リウ診療所
     　千種516 名古屋市千種区東山通１－１０－常　勤:    1 新規 アレ 現存
     １本山メディカルステーション２(医       1) 平27. 8. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157010,517,2 堀内クリニック 〒464-0031 052-762-0687医療法人格生会　理事堀内　格 平27.10. 1外   内   消  診療所
     　千種517 名古屋市千種区徳川山町５－１－常　勤:    1長　堀内　格 組織変更 小外 こう リハ現存
     １ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158010,518,0 もとやま耳鼻咽喉科ク〒464-0807 052-789-1700余語　夏子 余語　夏子 平28. 3. 1耳い アレ 診療所
     　千種518 リニック 名古屋市千種区東山通２－３－１常　勤:    1 新規 現存
     本山ＤＥＮＴＯビル３階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159010,519,8 ふじの眼科クリニック〒464-0802 052-734-9990藤野　浩子 藤野　浩子 平28. 3. 1眼   診療所
     　千種519 名古屋市千種区星が丘元町１６－常　勤:    1 新規 現存
     ５０星が丘テラス　ＥＡＳＴ　３(医       1) 平28. 3. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160010,520,6 本山メンタルクリニッ〒464-0807 052-734-8398医療法人社団　白心会松原　桃代 平28. 4. 1心内 精   診療所
     　千種520 ク 名古屋市千種区東山通１－１０－常　勤:    1　理事長　松原　敏夫 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
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  161010,521,4 かきや内科　糖尿病・〒464-0834 052-757-3456垣屋　聡 垣屋　聡 平28. 4. 1内   他   診療所
     　千種521 甲状腺クリニック 名古屋市千種区日岡町２－５２ 常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     (医       1) 平28. 4. 1科・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162010,522,2 山本眼科 〒464-0807 052-789-1152山本　康明 山本　康明 平28. 4. 1眼   診療所
     　千種522 名古屋市千種区東山通１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １　３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163010,523,0 さくらの丘クリニック〒464-0025 052-789-1115医療法人桂名会　理事小木曽　泰成 平28. 4. 1他   内   神内診療所
     　千種523 名古屋市千種区桜が丘１１３ 常　勤:    1長　木村　衛 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1糖内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164010,524,8 すずこどもクリニック〒464-0071 052-723-4151鈴木　聖子 鈴木　聖子 平28. 4. 1小   アレ 診療所
     　千種524 名古屋市千種区若水３－２７－１常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165010,525,5 おさむら心療医院 〒464-0819 052-753-4919長村　哲周 長村　哲周 平28. 9. 1心内 精   診療所
     　千種525 名古屋市千種区四谷通２－１０ル常　勤:    1 新規 現存
     ーツストン　ラ・メゾン１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166010,526,3 医療法人順秀会　メデ〒464-0850 052-715-6070医療法人順秀会　理事平山　治雄 平28.10. 1内   他   呼内診療所
     　千種526 ィカルパーク今池 名古屋市千種区今池１－８－８今常　勤:    2長　加藤　秀平 新規 婦   現存
     池ガスビル２階 (医       2) 平28.10. 1循内、乳内、糖
     非常勤:   13 内、分泌内、消
     (医      13) 内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167010,528,9 星が丘耳鼻咽喉科 〒464-0802 052-789-1500永井　世里 永井　世里 平28.12. 1耳い アレ 他  診療所
     　千種528 名古屋市千種区星が丘元町１４－常　勤:    1 新規 他は小児耳鼻咽現存
     ４星ケ丘プラザビル３階 (医       1) 平28.12. 1喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168010,529,7 すぎやま内科 〒464-0841 052-763-8085医療法人すぎやま内科杉山　理 平28.11. 1内   他   アレ診療所
     　千種529 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1　理事長　杉山　理 組織変更 他は循環器内科現存
     －１サンクレア池下東棟４階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  169010,530,5 赤羽乳腺クリニック 〒464-0819 052-788-7711赤羽　和久 赤羽　和久 平29. 5. 1他   診療所
     　千種530 名古屋市千種区四谷通１－１３ノ常　勤:    1 新規 他は乳腺外科、現存
     ア四ツ谷ビル３階 (医       1) 平29. 5. 1乳腺内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170010,531,3 いのまたクリニック 〒464-0819 052-734-8788猪又　雅彦 猪又　雅彦 平29. 6. 1内   他   小  診療所
     　千種531 名古屋市千種区四谷通１－１３ノ常　勤:    1 新規 他は循環器内科現存
     ア四ツ谷１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171010,532,1 マジマ整形外科 〒464-0092 052-739-6501医療法人高羽会　理事馬島　雅高 平29. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　千種532 名古屋市千種区茶屋が坂１－１２常　勤:    1長　馬島　雅高 組織変更 現存
     －２０ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172010,533,9 眼科東山公園クリニッ〒464-0807 052-734-7775武田　純子 武田　純子 平29.11. 1眼   他   診療所
     　千種533 ク 名古屋市千種区東山通４－６－４常　勤:    1 新規 他は小児眼科 現存
     パークアベニュー東山１階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173010,534,7 ちくさ駅前眼科 〒464-0075 052-733-3655大曽根　大典 大曽根　大典 平30. 4. 1眼   診療所
     　千種534 名古屋市千種区内山３－２５－６常　勤:    1 交代 現存
     ＩＫＫＯ千種ターミナルビル２階(医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174010,535,4 カトレヤクリニック 〒464-0856 052-745-5001中村　敬 中村　敬 平30. 5. 1内   診療所
     　千種535 名古屋市千種区吹上１－２０６シ常　勤:    1 新規 現存
     ムラビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175010,536,2 ばば　みみ・はな・の〒464-0039 052-757-3387医療法人　聖盟会　理馬場　錬 平30. 5. 1耳い 診療所
     　千種536 ど　クリニック 名古屋市千種区日和町１－１－４常　勤:    1事長　馬場　錬 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176010,537,0 みやざわクリニック 〒464-0835 052-751-2217宮澤　裕治 宮澤　裕治 平30. 6. 1内   他   診療所
     　千種537 名古屋市千種区御棚町１－２４－常　勤:    1 新規 他：肝臓内科・現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177020,007,2 近藤医院 〒461-0032 052-935-3010近藤　和子 近藤　和子 平12. 7.26内   消   小  診療所
     　東7 名古屋市東区出来町１－１０－２常　勤:    1 移動 アレ 現存
     ７ (医       1) 平24. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178020,054,4 佐藤内科 〒461-0038 052-936-4114佐藤　昌伸 佐藤　昌伸 昭38. 5. 1内   胃   循  診療所
     　東54 名古屋市東区新出来２－１－８ 常　勤:    2 新規 小   小外 現存
     (医       2) 平29. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    21 頁

  179020,131,0 西野医院 〒461-0037 052-935-0518西野　嘉彦 西野　嘉彦 昭47. 6. 1内   胃   小  診療所
     　東131 名古屋市東区百人町８２ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,133,6 土方クリニック宮田医〒461-0037 052-935-3409土方　康充 土方　康充 昭48. 5. 1内   小   皮  診療所
     　東133 院 名古屋市東区百人町１０９ 常　勤:    1 性   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181020,137,7 名古屋市医師会急病セ〒461-0004 052-937-7821一般社団法人名古屋市舘　敏雄 平24. 7. 2内   小   耳い診療所
     　東137 ンター 名古屋市東区葵１－４－３８ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 眼   現存
     (医       1)洋一 平24. 7. 2
     非常勤:  276
     (医     270)
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,146,8 笹野眼科クリニック 〒461-0001 052-972-8677笹野　信子 笹野　信子 平15. 1. 1眼   診療所
     　東146 名古屋市東区泉１－１－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,151,8 葵外科 〒461-0005 052-931-2077上田　常義 上田　常義 平 4.11. 1胃   外   整外診療所
     　東151 名古屋市東区東桜２－５－１１　常　勤:    1 皮ひ 現存
     シェーネル１階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,153,4 愛知医科大学メディカ〒461-0005 052-931-2261学校法人愛知医科大学馬場　研二 昭58. 6. 1内   精   整外診療所
     　東153 ルクリニック 名古屋市東区東桜２－１２－１ 常　勤:    2　理事長　三宅　養三 皮   眼   耳い現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   83
     (医      83)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185020,156,7 大曽根こどもクリニッ〒461-0021 052-915-8008加藤　友義 加藤　友義 昭60. 3. 1小   診療所
     　東156 ク 名古屋市東区大曽根１－３－２１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  186020,159,1 名古屋市医師会健診セ〒461-0004 052-937-8425名古屋市医師会協同組横山　善文 平22. 6. 1内   放   婦  診療所
     　東159 ンター 名古屋市東区葵１－１８－１４ 常　勤:    3合　理事長　舘　敏雄 移動 現存
     (医       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187020,161,7 くみた医院 〒461-0005 052-971-0227汲田　元 汲田　元 平 2.12.17内   小   診療所
     　東161 名古屋市東区東桜１－４－２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188020,165,8 こうようクリニック 〒461-0002 052-936-3578医療法人東光会　理事市川　佳明 平21. 1. 1外   内   整外診療所
     　東165 名古屋市東区代官町３－２ 常　勤:    1長　市川　佳明 その他 精   心内 リハ現存
     (医       1) 平27. 1. 1他   
     非常勤:    3 漢方内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,174,0 医療法人すみれ会中央〒461-0005 052-931-9405医療法人すみれ会　理野村　利夫 昭64. 1. 1療養        81病院
     　東174 病院 名古屋市東区東桜２－８－４ 常　勤:    4事長　野村　利夫 内   現存
     (医       3) 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190020,176,5 医療法人恵心会いとう〒461-0022 052-935-5965医療法人恵心会　理事伊藤　貴 平元. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　東176 整形外科．外科 名古屋市東区東大曽根町３９－９常　勤:    1長　伊藤　貴 リハ 内   他  現存
     (医       1) 平28. 4. 1循環器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,177,3 医療法人英誠会長谷川〒461-0023 052-936-0152医療法人英誠会　理事長谷川　誠 平元. 4. 1外   整外 他  診療所
     　東177 外科 名古屋市東区徳川町５２４ 常　勤:    1長　長谷川　誠 皮   リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192020,178,1 医療法人紘明会小池眼〒461-0049 052-722-9764医療法人紘明会　理事小池　勉 平元. 9. 1眼   診療所
     　東178 科医院 名古屋市東区古出来１－１－１ 常　勤:    1長　小池　明 休止
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193020,180,7 笹野医院 〒461-0001 052-971-5711岡田　陽子 岡田　陽子 平元.11.18内   診療所
     　東180 名古屋市東区泉１－１－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.18
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  194020,181,5 医療法人泰玄会葵町ク〒461-0004 052-935-2800医療法人泰玄会　理事柴田　啓子 平元.12. 1内   皮   診療所
     　東181 リニック 名古屋市東区葵１－２５－１２　常　勤:    1長　宇佐美　覚 現存
     泰玄ビル２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195020,184,9 医療法人中川整形外科〒461-0001 052-931-3681医療法人中川整形外科中川　正美 平 3. 3. 1一般        17診療所
     　東184 内科 名古屋市東区泉３－２７－８ 常　勤:    2内科　理事長　中川　 内   整外 小  現存
     (医       2)正美 平30. 3. 1リウ リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196020,185,6 後藤医院 〒461-0001 052-931-0971後藤　直 後藤　直 平 3. 4. 1内   循   診療所
     　東185 名古屋市東区泉２－１８－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,186,4 宇野脳神経外科・外科〒461-0004 052-935-3377宇野　晃 宇野　晃 平 3.10.16循   外   脳外診療所
     　東186 名古屋市東区葵２－９－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198020,192,2 医療法人丸井医院 〒461-0001 052-931-0601医療法人丸井医院　理木本　昌子 平 5. 1. 1内   小   診療所
     　東192 名古屋市東区泉２－１９－２ 常　勤:    3事長　木本　昌子 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199020,194,8 徳川皮フ科内科クリニ〒461-0024 052-932-8917高井　美津子 高井　美津子 平 5. 5. 1内   皮   放  診療所
     　東194 ック 名古屋市東区山口町１５－８　プ常　勤:    1 アレ 現存
     ライムガーデン徳川１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200020,197,1 小林メンタルクリニッ〒461-0004 052-933-3432小林　進 小林　進 平 5.11. 1精   神   診療所
     　東197 ク 名古屋市東区葵３－１８－１５坂常　勤:    2 新規 現存
     角葵ビル３階 (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201020,200,3 医療法人はなみ会伊藤〒461-0049 052-723-8709医療法人はなみ会　理伊藤　弘美 平11.10. 1耳い アレ 診療所
     　東200 耳鼻咽喉科東診療所 名古屋市東区古出来１－２－２２常　勤:    1事長　伊藤　晴夫 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202020,201,1 ＬＵＮＡ大曽根心療科〒461-0040 052-723-0118医療法人士正会　理事下村　弘美 平 7. 4. 1精   心内 診療所
     　東201 名古屋市東区矢田１－３－３３名常　勤:    1長　増井　利彦 組織変更 現存
     古屋大曽根第一生命ビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203020,203,7 眼科あおいクリニック〒461-0004 052-933-6870稲垣　恭子 稲垣　恭子 平24. 2. 1眼   診療所
     　東203 名古屋市東区葵３－２０－２６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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  204020,205,2 くるまみちクリニック〒461-0003 052-932-1666増井　靖彦 増井　靖彦 平 8. 1. 1内   ひ   皮  診療所
     　東205 名古屋市東区筒井町３－２６－２常　勤:    1 新規 形外 小   現存
     ５第２９オーシャンビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205020,209,4 杉田医院 〒461-0043 052-711-7990杉田　洋一 杉田　洋一 平 8. 5.25内   小   診療所
     　東209 名古屋市東区大幸２－２－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206020,210,2 久屋大通いとうクリニ〒461-0001 052-961-3838伊藤　彰紀 伊藤　彰紀 平 8. 8. 1内   精   神  診療所
     　東210 ック 名古屋市東区泉１－１５－２３チ常　勤:    1 新規 神内 心内 現存
     サン栄リバーパーク２０３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207020,211,0 松波医院 〒461-0005 052-971-3467松波　江利子 松波　江利子 平 8.12.11内   循   皮  診療所
     　東211 名古屋市東区東桜１－４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208020,214,4 尾崎クリニック 〒461-0021 052-914-0378尾崎　敦子 尾崎　敦子 平 9.10. 1内   呼内 他  診療所
     　東214 名古屋市東区大曽根１－２－２５常　勤:    1 交代 循内、消内 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209020,216,9 出来町クリニック 〒461-0038 052-933-2335永田　悦子 永田　悦子 平10. 4. 1内   呼   消  診療所
     　東216 名古屋市東区新出来２－６－７ 常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210020,222,7 林整形外科 〒461-0040 052-719-0555林　浩之 林　浩之 平12. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     　東222 名古屋市東区矢田２－９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211020,224,3 豊前メンタルクリニッ〒461-0034 052-935-2117鈴木　桂子 鈴木　桂子 平12.12. 1精   神   心内診療所
     　東224 ク 名古屋市東区豊前町２－８２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212020,225,0 八木内科クリニック 〒461-0040 052-711-1110八木　伸郎 八木　伸郎 平19. 1.21内   消   診療所
     　東225 名古屋市東区矢田２－７－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213020,226,8 かとう眼科 〒461-0003 052-936-2677加藤　京子 加藤　京子 平22. 8.14眼   診療所
     　東226 名古屋市東区筒井２－１２－３９常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  214020,227,6 さくら整形外科・眼科〒461-0003 052-979-2001小森　剛 小森　剛 平14. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　東227 名古屋市東区筒井町４－２５－１常　勤:    2 新規 皮   こう 眼  現存
     (医       2) 平26. 1. 1内   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215020,228,4 医療法人有心会　大幸〒461-0043 052-711-8889医療法人有心会　理事前田　憲志 平25. 1.14内   他   診療所
     　東228 砂田橋クリニック 名古屋市東区大幸４－１８－２４常　勤:    3長　前田　憲志 移動 腎内、人工透析現存
     (医       2) 平25. 1.14内、糖内・分泌
     (薬       1) 内、老内
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216020,231,8 山本内科医院 〒461-0002 052-935-2450山本　英子 山本　英子 平14. 6.19内   小   胃  診療所
     　東231 名古屋市東区代官町１０－１０ 常　勤:    1 交代 呼   アレ 循  現存
     (医       1) 平26. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217020,232,6 おくむらレディスクリ〒461-0034 052-935-0596奥村　豊 奥村　豊 平15. 4. 1産婦 内   小  診療所
     　東232 ニック 名古屋市東区豊前町２－６８山田常　勤:    1 新規 ひ   現存
     ビル北館１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218020,234,2 医療法人友愛会　オズ〒461-0022 052-918-0012医療法人友愛会　理事南　三郎 平15.12. 1内   小   アレ診療所
     　東234 モール内科クリニック名古屋市東区東大曽根町２１－８常　勤:    1長　南　三郎 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219020,236,7 堀内内科消化器科クリ〒461-0027 052-933-0808堀内　洋 堀内　洋 平16. 5. 1内   消   診療所
     　東236 ニック 名古屋市東区芳野３－６－４ダイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤパレス東白壁Ｄ棟６０１番の３(医       1) 平28. 5. 1
     Ｄ００３ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220020,237,5 洪内科クリニック 〒461-0004 052-930-1311医療法人洪内科クリニ洪　尚樹 平16. 7. 1内   診療所
     　東237 名古屋市東区葵３－２３－３第１常　勤:    1ック　理事長　洪　尚 組織変更 現存
     ４オーシャンビル１階 (医       1)樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221020,239,1 医療法人有心会砂田橋〒461-0043 052-719-5001医療法人有心会　理事小澤　裕子 平17. 1. 1内   診療所
     　東239 クリニック 名古屋市東区大幸４－１４１７ 常　勤:    1長　前田　憲志 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222020,240,9 医療法人財団玉川会エ〒461-0003 052-936-5636医療法人財団玉川会　柴　維彦 平17. 1. 1一般         7診療所
     　東240 ムオーエー名古屋クリ名古屋市東区筒井３－４－１７Ｍ非常勤:    1理事長　鈴木　清志 新規 内   外   現存
     ニック ＯＡ名古屋会館２階 (医       1) 平29. 1. 1
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  223020,241,7 たかおかクリニック 〒461-0001 052-979-7700医療法人ＳＲＡ　理事佐々木　文彦 平17. 1. 1一般         8診療所
     　東241 名古屋市東区泉２－２８－２４東常　勤:    2長　佐々木　文彦 組織変更 内   呼内 アレ現存
     和高岳ビル２階 (医       2) 平29. 1. 1耳い 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224020,242,5 平樹クリニック 〒461-0049 052-723-8008平松　憲樹 平松　憲樹 平17.11. 1内   小   呼  診療所
     　東242 名古屋市東区古出来３－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225020,245,8 さわの眼科 〒461-0048 052-725-2341澤野　徹 澤野　徹 平18. 3. 1眼   診療所
     　東245 名古屋市東区矢田南４－１０２－常　勤:    1 新規 現存
     ３イオンモールナゴヤドーム前 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226020,246,6 荒川医院 〒461-0001 052-971-0082大輪　芳裕 大輪　芳裕 平25. 9.17内   他   外  診療所
     　東246 名古屋市東区泉１－５－２４ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平25. 9.17消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227020,247,4 ＭＩＷＡ内科胃腸科Ｃ〒461-0004 052-933-1177医療法人育寿会　理事中野　聡 平19. 5. 1内   他   こう診療所
     　東247 ＬＩＮＩＣ葵 名古屋市東区葵２－１４－１４ 常　勤:    1長　三輪　佳行 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 5. 1胃腸内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228020,248,2 ひまわりクリニック 〒461-0002 052-935-1808今津　寿美子 今津　寿美子 平19.10. 1内   診療所
     　東248 名古屋市東区代官町３３－１９Ｃ常　勤:    1 移動 現存
     Ｉビル２階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229020,255,7 木村医院 〒461-0003 052-935-5526木村　勝則 木村　勝則 平20. 1. 1内   小   診療所
     　東255 名古屋市東区筒井３－１５－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230020,256,5 高橋内科クリニック 〒461-0016 052-951-3768高橋　勝也 高橋　勝也 平20. 4. 1内   他   神内診療所
     　東256 名古屋市東区上竪杉町７ 常　勤:    2 交代 消内、循内 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231020,257,3 加藤内科クリニック 〒461-0013 052-935-6000加藤　久視 加藤　久視 平20. 5. 1内   循   診療所
     　東257 名古屋市東区飯田町３４イイダマ常　勤:    1 新規 現存
     チハウス１階 (医       1) 平26. 5. 1
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  232020,260,7 名古屋ハートセンター〒461-0045 052-719-0810医療法人名古屋澄心会大川　育秀 平20.10. 1一般        64病院
     　東260 名古屋市東区砂田橋１－１－１４常　勤:   18　理事長　大川　育秀 新規 他   心外 内  現存
     (医      18) 平26.10. 1麻   リハ 
     非常勤:   12 循内
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233020,264,9 かとう皮膚科 〒461-0002 052-935-8476加藤　知子 加藤　知子 平21. 4. 1皮   診療所
     　東264 名古屋市東区代官町１２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234020,265,6 メグラス在宅クリニッ〒461-0004 052-508-7713飛田　拓哉 飛田　拓哉 平22. 3. 1内   診療所
     　東265 ク 名古屋市東区葵３－１４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235020,266,4 東片端クリニック 〒461-0015 052-931-3116住田　路易子 住田　路易子 平22. 4. 1眼   診療所
     　東266 名古屋市東区東片端町４５東片端常　勤:    1 交代 現存
     ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236020,268,0 全国土木建築国民健康〒461-0002 052-979-5010全国土木建築国民健康大塚　亨 平22.10. 1内   診療所
     　東268 保険組合中部健康管理名古屋市東区代官町３４－２５ 常　勤:    2保険組合　理事長　水 新規 現存
     センター (医       1)田　邦雄 平28.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237020,270,6 ザ・クリニック名古屋〒461-0005 052-961-3777医療法人ジュエリメデ中村　寿 平23. 4. 1皮   他   美外診療所
     　東270 名古屋市東区東桜１－９－１９成常　勤:    1ィカル　理事長　中村 組織変更 形外 現存
     田栄ビル７階 (医       1)　寿 平29. 4. 1美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238020,271,4 小沼内科 〒461-0045 052-723-1888医療法人博志会　理事小沼　博嗣 平23. 4. 1内   小   他  診療所
     　東271 名古屋市東区砂田橋３－２大幸東常　勤:    3長　小沼　博嗣 交代 呼吸器内科、循現存
     団地１０１棟１０８号 (医       2) 平29. 4. 1環器内科、消化
     (薬       1) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239020,274,8 小児科内科　丹羽医院〒461-0023 052-935-5955丹羽　実 丹羽　実 平24. 4. 1小   内   診療所
     　東274 名古屋市東区徳川町３１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  240020,275,5 もくれんクリニック 〒461-0001 052-934-7122医療法人社団春和会　梅村　敬治郎 平27. 5. 1内   他   呼内診療所
     　東275 名古屋市東区泉２－２１－２５高常　勤:    4理事長　梅村　敬治郎 移動 神内 皮   ひ  現存
     岳院ビル７階 (医       4) 平27. 5. 1眼   精   
     非常勤:    5 老内、循内、消
     (医       5) 内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241020,276,3 ココカラウィメンズク〒461-0001 052-950-5077医療法人アライフサポ伊藤　加奈子 平24. 7. 1産婦 他   心内診療所
     　東276 リニック 名古屋市東区泉１－２３－３６Ｎ常　勤:    1ート　理事長　伊藤　 組織変更 皮   小   精  現存
     ＢＮ泉ビル４階 (医       1)加奈子 平24. 7. 1漢内、乳外
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242020,277,1 名古屋東女性のクリニ〒461-0034 052-508-8358新藤　和代 新藤　和代 平24. 9. 1婦   内   診療所
     　東277 ック 名古屋市東区豊前町３－１９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243020,278,9 木村メンタルクリニッ〒461-0001 052-935-8336木村　仁 木村　仁 平24.10. 1精   心内 診療所
     　東278 ク 名古屋市東区泉２－２９－１６カ常　勤:    1 新規 現存
     ーサコリナ１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244020,279,7 しらかべ耳鼻科・小児〒461-0027 052-936-8733多賀谷　満彦 多賀谷　満彦 平25. 5. 1耳い 小   アレ診療所
     　東279 科 名古屋市東区芳野１－２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245020,280,5 医療法人有心会　大幸〒461-0043 052-711-3245医療法人有心会　理事吉﨑　重仁 平25.12. 1内   他   診療所
     　東280 砂田橋ブランチクリニ名古屋市東区大幸４－１６－２３常　勤:    1長　前田　憲志 新規 腎臓内科、人工現存
     ック (医       1) 平25.12. 1透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246020,283,9 あおばこどもクリニッ〒461-0032 052-726-5430横山　麻千子 横山　麻千子 平27. 1. 1小   アレ 診療所
     　東283 ク 名古屋市東区出来町３－７－２１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247020,285,4 徳川かとうクリニック〒461-0025 052-937-1233医療法人徳川かとうク加藤　康二郎 平27. 4. 1内   外   脳外診療所
     　東285 名古屋市東区徳川２－１４－１５常　勤:    1リニック　理事長　加 組織変更 現存
     パール徳川１階 (医       1)藤　康二郎 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248020,286,2 新栄リウマチ膠原病・〒461-0004 052-325-7800金倉　雄一 金倉　雄一 平28. 1. 1リウ 内   リハ診療所
     　東286 内科クリニック 名古屋市東区葵１－１４－１３ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平28. 1. 1他は、漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  249020,287,0 いなほクリニック 〒461-0045 052-719-0717野口　貴弘 野口　貴弘 平28. 4. 1心内 他   内  診療所
     　東287 名古屋市東区砂田橋１－１－１ 常　勤:    1 新規 他は、老年精神現存
     (医       1) 平28. 4. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250020,289,6 ナラクリニック 〒461-0001 052-508-5524伊東　加弥子 伊東　加弥子 平28. 4. 1内   眼   診療所
     　東289 名古屋市東区泉２－２６０１ホウ常　勤:    1 新規 現存
     コクビル２０３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251020,291,2 高岳眼科 〒461-0005 052-938-4667山田　洋史 山田　洋史 平28. 5. 1眼   他   診療所
     　東291 名古屋市東区東桜２－３－１ネク常　勤:    1 新規 他は、小児眼科現存
     サスサクラ１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252020,292,0 磯部内科医院 〒461-0049 052-711-7672伊吹　惠里 伊吹　惠里 平28. 6. 1内   他   呼内診療所
     　東292 名古屋市東区古出来２－１－１６常　勤:    1 交代 小   アレ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1他は、消化器内
     非常勤:    2 科・漢方内科・
     (医       2) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253020,293,8 ココカラハートクリニ〒461-0001 052-953-9373医療法人アライフサポ伊藤　義浩 平28.12. 1内   心内 他  診療所
     　東293 ック 名古屋市東区泉１－２３－３６Ｎ常　勤:    2ート　理事長　伊藤　 交代 精   皮   小  現存
     ＢＮ泉ビル４階 (医       2)加奈子 平28.12. 1漢内、循内
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254020,294,6 森本医院 〒461-0040 052-711-7006森本　康嗣 森本　康嗣 平29. 2. 4他   内   小  診療所
     　東294 名古屋市東区矢田５－１－８ 常　勤:    1 交代 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29. 2. 4
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255020,295,3 はまうづクリニック 〒461-0045 052-721-8066濱宇津　吉隆 濱宇津　吉隆 平29. 4. 1内   他   診療所
     　東295 名古屋市東区砂田橋４－１－５２常　勤:    1 新規 消内、内視鏡内現存
     コノミヤ砂田橋２階 (医       1) 平29. 4. 1、胃内、乳外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256020,296,1 太田眼科クリニック 〒461-0045 052-725-3722太田　聡 太田　聡 平29. 5. 1眼   他   診療所
     　東296 名古屋市東区砂田橋４－１－５２常　勤:    1 新規 小眼 現存
     コノミヤ砂田橋店１階 (医       1) 平29. 5. 1
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  257020,297,9 ゆり形成栄久屋大通ク〒461-0001 052-961-5300医療法人のぞみ　理事保條　めぐみ 平29. 5. 1形外 他   皮  診療所
     　東297 リニック 名古屋市東区泉１－２３－３７３常　勤:    1長　竹市　弥生 新規 美外 現存
     階 (医       1) 平29. 5. 1他は美容皮膚科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258020,298,7 日比耳鼻咽喉科 〒461-0045 052-715-3387日比　達也 日比　達也 平29. 8.21耳い 他   アレ診療所
     　東298 名古屋市東区砂田橋４－１－５２常　勤:    1 移動 他は小児耳鼻咽現存
     コノミヤ砂田橋店２階 (医       1) 平29. 8.21喉科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259020,299,5 からだと心　泉やわら〒461-0001 052-971-3711大庭　拓 大庭　拓 平30. 3. 1内   心内 精  診療所
     　東299 かクリニック 名古屋市東区泉１－１０－２３パ常　勤:    1 新規 現存
     ムスガーデン２階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260030,005,4 社会医療法人愛生会総〒462-0802 052-991-3111社会医療法人愛生会　片岡　祐司 昭62. 4. 1一般       236病院
     　北5 合上飯田第一病院 名古屋市北区上飯田北町２－７０常　勤:   49理事長　加藤　知行 内   他   アレ現存
     (医      47) 平29. 4. 1呼内 小   外  
     (薬       2) 脳外 整外 リハ
     非常勤:  163 眼   耳い 皮  
     (医     163) ひ   産婦 放  
     麻   
     脳内、循内、消
     内、糖内、腎内
     、消外、乳外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 052-991-8121名古屋市代表者　名古桑原　義之 平23. 5. 1一般       500地域支援
     (031,035,6) ンター 名古屋市北区平手町１－１－１ 常　勤:  109屋市病院事業管理者　 移動 内   呼内 他  病院
     　北35 (医      96)病院局長　　大原　弘 平29. 5. 1神内 外   呼外現存
     (歯       4)隆 脳外 小外 整外
     (薬       9) 形外 精   リウ
     非常勤:   36 小   皮   ひ  
     (医      33) 産婦 眼   耳い
     (歯       2) リハ 病理 麻  
     (薬       1) 歯外 
     消内、循内、腎
     透内、血腫内、
     内分泌・糖内、
     消外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262030,068,2 野口医院 〒462-0844 052-981-8880野口　兼三郎 野口　兼三郎 昭35. 3. 1内   神内 診療所
     　北68 名古屋市北区清水５－２１－３０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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  263030,124,3 北医療生活協同組合　〒462-0804 052-915-2301北医療生活協同組合　近藤　知己 平26. 7.22一般        52病院
     　北124 北病院 名古屋市北区上飯田南町２－８８常　勤:    4代表理事理事長　矢﨑 移動 内   小   他  現存
     (医       4)　正一 平26. 7.22神内 呼内 整外
     非常勤:   43 耳い 精   リハ
     (医      43) 放   皮   
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264030,142,5 伊藤内科 〒462-0809 052-911-3552伊藤　幸調 伊藤　幸調 平10. 4. 1内   消   小  診療所
     　北142 名古屋市北区上飯田西町１－３１常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265030,155,7 医療法人愛仁会名春中〒462-0013 052-901-6131医療法人愛仁会　理事森　文美 昭48. 4. 1一般        32病院
     　北155 央病院 名古屋市北区東味鋺１－２４０１常　勤:    4長　森　キク 療養        52現存
     (医       3) 平30. 4. 1内   胃   循  
     (薬       1) 外   脳外 整外
     非常勤:   25 皮   ひ   リハ
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266030,156,5 横田皮膚泌尿器科 〒462-0045 052-914-5456横田　徳久 横田　徳久 昭48. 6. 1皮   ひ   こう診療所
     　北156 名古屋市北区敷島町６５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267030,157,3 名古屋市医師会北区休〒462-0865 052-915-5351一般社団法人名古屋市栗木　浩 昭49. 3. 1内   小   診療所
     　北157 日急病診療所 名古屋市北区下飯田町３－３－２常　勤:    2医師会　会長　杉田　 現存
     (医       2)洋一 平28. 3. 1
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268030,161,5 田中皮膚科 〒462-0819 052-981-7302田中　久雄 田中　久雄 昭50. 4. 1皮   診療所
     　北161 名古屋市北区平安１－８－４８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269030,163,1 楠メンタルホスピタル〒462-0011 052-901-7581特定医療法人楠会　理伊藤　淳 昭50. 8. 1精神       223病院
     (031,163,6) 名古屋市北区五反田町１１０ 常　勤:    9事長　千住　隆男 内   精   神  現存
     　北163 (医       8) 平29. 8. 1歯   
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270030,166,4 吉田眼科 〒462-0025 052-912-7835吉田　則明 吉田　則明 昭51. 1. 1眼   診療所
     　北166 名古屋市北区鳩岡町１－５　鳩岡常　勤:    1 現存
     医療センター内 (医       1) 平30. 1. 1
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  271030,169,8 尾上クリニック 〒462-0808 052-915-5510早川　常彦 早川　常彦 昭51. 4. 1内   小   ひ  診療所
     　北169 名古屋市北区上飯田通１－１１　常　勤:    1 眼   現存
     野沢ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272030,173,0 医療法人湘山会眼科三〒462-0825 052-915-8001医療法人湘山会　理事三宅　謙作 平27. 5. 7一般        48病院
     　北173 宅病院 名古屋市北区大曽根３－１４－２常　勤:   11長　三宅　謙作 移動 眼   現存
     ０ (医       9) 平27. 5. 7
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273030,177,1 医療法人厚仁会　城北〒462-0841 052-915-3731医療法人厚仁会　理事中村　中 平23. 8. 8一般        10診療所
     　北177 クリニック 名古屋市北区黒川本通５－２６－常　勤:    3長　中村　中 移動 他   現存
     １ (医       3) 平29. 8. 8人工透析内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274030,179,7 医療法人大真会大隈病〒462-0825 052-991-2111医療法人大真会　理事真砂　敦夫 昭53. 2. 1一般       127病院
     　北179 院 名古屋市北区大曽根２－９－３４常　勤:   20長　真砂　敦夫 療養        37現存
     (医      20) 平29. 2. 1脳外 内   外  
     非常勤:   68 整外 神内 耳い
     (医      68) 他   リハ 麻  
     放   
     循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275030,189,6 青木医院 〒462-0047 052-981-2685青木　紀生 青木　紀生 昭56.10.13内   小   リウ診療所
     　北189 名古屋市北区金城町４－３８ 常　勤:    2 アレ 現存
     (医       2) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276030,191,2 社会医療法人愛生会上〒462-0802 052-916-3681社会医療法人愛生会　金森　雅彦 昭57. 3. 1療養        98病院
     　北191 飯田リハビリテーショ名古屋市北区上飯田北町３－５７常　勤:    6理事長　加藤　知行 内   神内 リハ療養病床
     ン病院 (医       6) 平30. 3. 1 現存
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277030,196,1 胃腸科外科山田クリニ〒462-0043 052-913-1306山田　洋 山田　洋 昭59. 2. 1一般    診療所
     　北196 ック 名古屋市北区八代町２－８２ 常　勤:    2 胃   外   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    33 頁

  278030,198,7 医療法人福友会天寿病〒462-0031 052-792-3151医療法人福友会　理事奥谷　正人 昭59. 6.23療養        99病院
     　北198 院 名古屋市北区米が瀬町１３８ 常　勤:    2長　小出　直 内   他   神内現存
     (医       1) 平29. 6.23呼内 リハ 
     (薬       1) 循内、消内
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279030,200,1 北医療生活協同組合あ〒462-0014 052-901-3011北医療生活協同組合　森　英一 平11.11. 1内   小   アレ診療所
     (031,200,6) じま診療所 名古屋市北区楠味鋺３－１００１常　勤:    7代表理事　矢﨑　正一 移動 他   放   歯  現存
     　北200 －１ (医       2) 平29.11. 1小歯 
     (歯       5) 消内、循内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280030,202,7 社会医療法人愛生会　〒462-0802 052-914-3387社会医療法人愛生会　加藤　優 平 2. 5.28一般    診療所
     　北202 上飯田クリニック 名古屋市北区上飯田北町１－７６常　勤:    2理事長　加藤　知行 内   外   ひ  現存
     (医       2) 平29. 5.28
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281030,203,5 しんじょう皮膚科胃腸〒462-0861 052-915-2120医療法人一成会　理事新城　壽 昭62. 4. 1内   胃   小  診療所
     　北203 科 名古屋市北区辻本通３－２２－１常　勤:    1長　新城　壽 皮   ひ   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282030,204,3 あだち内科クリニック〒462-0015 052-902-5677足立　信幸 足立　信幸 昭62. 6. 1内   呼   胃  診療所
     　北204 名古屋市北区中味鋺３－１００１常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平29. 6. 1リハ 放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283030,206,8 医療法人榊原内科診療〒462-0004 052-901-2188医療法人榊原内科診療榊原　利典 昭62.10. 1内   他   小  診療所
     　北206 所 名古屋市北区三軒町１２－１ 常　勤:    1所　理事長　榊原　利 循環器内科、胃現存
     (医       1)典 平29.10. 1腸内科、放射線
     非常勤:    1 診断科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284030,207,6 柴田内科クリニック 〒462-0061 052-902-6511柴田　恒洋 柴田　恒洋 昭63. 4. 1内   循   リウ診療所
     　北207 名古屋市北区会所町２２６ 常　勤:    2 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285030,209,2 一般財団法人愛知健康〒462-0844 052-951-3331一般財団法人　愛知健竹山　英夫 昭63. 8.21内   診療所
     　北209 増進財団診療所 名古屋市北区清水１－１８－４ 常　勤:    3康増進財団　理事長　 現存
     (医       3)土井　寛己 平24. 8.21
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  286030,211,8 宮永医院 〒462-0845 052-981-6454上野　美智代 上野　美智代 昭63.11. 1内   小   診療所
     　北211 名古屋市北区柳原２－１－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287030,212,6 北医療生活協同組合北〒462-0802 052-912-2113北医療生活協同組合　鈴木　多加二 平22. 5. 1精   診療所
     　北212 メンタル・クリニック名古屋市北区上飯田北町１－２０常　勤:    2代表理事　矢﨑　正一 移動 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288030,213,4 医療法人松村耳鼻咽喉〒462-0014 052-901-0011医療法人松村耳鼻咽喉松村　康一 平元. 7. 1耳   診療所
     　北213 科 名古屋市北区楠味鋺５－１８１８常　勤:    1科　理事長　松村　康 休止
     (医       1)一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289030,214,2 医療法人藤成会加藤医〒462-0810 052-915-8511医療法人藤成会　理事加藤　忠 平元. 7. 1内   他   診療所
     　北214 院 名古屋市北区山田１－１３－７７常　勤:    2長　加藤　忠雄 消内 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290030,215,9 医療法人忠恕会　小林〒462-0841 052-915-5571医療法人忠恕会　理事小林　邦生 平22. 6.21内   他   診療所
     　北215 内科 名古屋市北区黒川本通３－６７ 常　勤:    1長　小林　邦生 移動 胃腸内科 現存
     (医       1) 平28. 6.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291030,216,7 医療法人井上耳鼻咽喉〒462-0044 052-981-6654医療法人井上耳鼻咽喉井上　雄一郎 平元.11. 1耳   診療所
     　北216 科医院 名古屋市北区元志賀町２－１２３常　勤:    1科医院　理事長　井上 現存
     (医       1)　雄一郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292030,217,5 医療法人藤仁会藤原医〒462-0844 052-981-1955医療法人藤仁会　理事藤原　研一 平 2. 3. 1内   小   診療所
     　北217 院 名古屋市北区清水３－１２－２３常　勤:    1長　藤原　研一 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293030,218,3 医療法人タナベ眼科 〒462-0825 052-981-4788医療法人タナベ眼科　田邊　和子 平 2. 4. 1眼   診療所
     　北218 名古屋市北区大曽根１－１９－１常　勤:    1理事長　田邊　和子 現存
     ４ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294030,221,7 浦野医院 〒462-0816 052-915-5363浦野　修 浦野　修 平14. 7. 9内   小   皮  診療所
     　北221 名古屋市北区平安通１－１－２ス常　勤:    1 移動 現存
     テーション平安通１階 (医       1) 平26. 7. 9
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  295030,224,1 伊藤内科医院 〒462-0845 052-981-0981医療法人医心会　理事伊藤　公一 平16.12. 7内   消   リハ診療所
     　北224 名古屋市北区柳原４－７－８ 常　勤:    1長　伊藤　公一 移動 呼   放   小  現存
     (医       1) 平28.12. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296030,226,6 産科．婦人科上野レデ〒462-0825 052-981-1184医療法人昇樹会　理事上野　直樹 平15. 8. 1一般        13診療所
     　北226 ィスクリニック 名古屋市北区大曽根１－２９－３常　勤:    1長　上野　直樹 その他 産   婦   現存
     ３ (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297030,227,4 あじま眼科クリニック〒462-0014 052-902-8811鈴木　万里子 鈴木　万里子 平 4. 5. 1眼   診療所
     　北227 名古屋市北区楠味鋺２－１７０４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298030,230,8 医療法人大曽根外科 〒462-0819 052-911-8028医療法人大曽根外科　志津　有一 平 5. 1. 1整外 外   リハ診療所
     　北230 名古屋市北区平安１－８－１１ 常　勤:    1理事長　志津　有一 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299030,232,4 津田クリニック 〒462-0843 052-982-0082津田　齊 津田　齊 平29. 9. 1外   他   麻  診療所
     　北232 名古屋市北区田幡２－１８－９ 常　勤:    1 移動 他は胃腸内科、現存
     (医       1) 平29. 9. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300030,236,5 すみれ野眼科医院 〒462-0825 052-981-4506加藤　素子 加藤　素子 平 6. 3. 1眼   診療所
     　北236 名古屋市北区大曽根２－８－２９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301030,237,3 医療法人板倉医院 〒462-0831 052-981-2972医療法人板倉医院　理板倉　義之 平 6.10. 1内   精   神  診療所
     　北237 名古屋市北区城東町７－１５６ 常　勤:    1事長　板倉　義之 組織変更 小   リハ 心内現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302030,238,1 竹内耳鼻咽喉科 〒462-0002 052-903-1187竹内　昭裕 竹内　昭裕 平 6.11. 1耳い 小   診療所
     　北238 名古屋市北区六が池町１７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303030,239,9 明陽クリニック 〒462-0036 052-916-5031丹羽　幸吉 丹羽　幸吉 平 6.12. 1内   皮   他  診療所
     　北239 名古屋市北区長喜町２－３３－２常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27.12. 1漢皮



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    36 頁

  304030,240,7 やまざきクリニック 〒462-0825 052-915-2438山崎　昌宏 山崎　昌宏 平19. 5. 1内   消   整外診療所
     　北240 名古屋市北区大曽根４－６－１６常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305030,241,5 津村こどもクリニック〒462-0036 052-914-8248津村　治男 津村　治男 平 7. 2. 1小   診療所
     　北241 名古屋市北区長喜町２－３３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306030,242,3 あさみ耳鼻咽喉科医院〒462-0045 052-916-4133土井　清孝 土井　清孝 平 7. 2. 1耳い 小   診療所
     　北242 名古屋市北区敷島町５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307030,245,6 大森耳鼻咽喉科 〒462-0841 052-991-1761大森　琢也 大森　琢也 平 7.10. 1耳   診療所
     　北245 名古屋市北区黒川本通４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308030,247,2 加藤医院 〒462-0023 052-981-0404医療法人輝翔会　理事加藤　享嗣 平 8. 1. 1内   消   循  診療所
     　北247 名古屋市北区安井１－３４－１５常　勤:    1長　加藤　享嗣 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309030,248,0 医療法人名古屋北クリ〒462-0063 052-902-7001医療法人名古屋北クリ細井　正晴 平 8. 1. 1一般        19診療所
     　北248 ニック 名古屋市北区丸新町３５７－１ 常　勤:    1ニック　理事長　細井 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医       1)　正晴 平29. 1. 1外   こう リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310030,251,4 大山クリニック 〒462-0847 052-919-3505大山　正夫 大山　正夫 平 9.12. 1外   内   診療所
     　北251 名古屋市北区金城２－４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311030,252,2 猪子内科クリニック 〒462-0844 052-991-3221猪子　哲朗 猪子　哲朗 平19. 3.19内   小   皮  診療所
     　北252 名古屋市北区清水５－１３－６ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312030,256,3 きたお耳鼻咽喉科 〒462-0809 052-919-6366北尾　俊二 北尾　俊二 平26.10.16耳い 他   アレ診療所
     　北256 名古屋市北区上飯田西町１－３３常　勤:    1 移動 気管食道外科 現存
     －１ (医       1) 平26.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313030,259,7 まき小児科 〒462-0007 052-903-1722牧　紀衛 牧　紀衛 平10.12. 1小   アレ 診療所
     　北259 名古屋市北区如意２－９９－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  314030,260,5 医療法人こうけつ耳鼻〒462-0012 052-903-8733医療法人こうけつ耳鼻纐纈　正和 平11. 1. 1耳い 気食 小  診療所
     　北260 咽喉科 名古屋市北区楠５－６０７ 常　勤:    1咽喉科　理事長　纐纈 組織変更 現存
     (医       1)　正和 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315030,261,3 平田レディースクリニ〒462-0034 052-914-7277平田　修 平田　修 平11. 4. 1産   婦   診療所
     　北261 ック 名古屋市北区天道町２－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316030,262,1 澤野医院 〒462-0035 052-981-6214医療法人あちは　理事澤野　隆志 平11. 4. 1内   循   小  診療所
     　北262 名古屋市北区大野町２－２３－３常　勤:    1長　澤野　隆志 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317030,264,7 医療法人いしぐろクリ〒462-0007 052-903-1133医療法人いしぐろクリ石黒　良明 平11. 7. 1内   循   小  診療所
     　北264 ニック 名古屋市北区如意２－１１８ 常　勤:    1ニック　理事長　石黒 組織変更 現存
     (医       1)　良明 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318030,265,4 如意皮ふ科 〒462-0009 052-903-7676医療法人如意皮ふ科　後藤　良典 平11. 7. 1皮   アレ 診療所
     　北265 名古屋市北区苗田町６０ 常　勤:    1理事長　後藤　良典 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319030,267,0 なごや内科整形婦人科〒462-0012 052-901-1313山田　靖幸 山田　靖幸 平11.11. 1一般        19診療所
     　北267 名古屋市北区楠４－１３７ 常　勤:    2 新規 内   産婦 小  現存
     (医       1) 平29.11. 1整外 リハ 形外
     (薬       1) 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320030,268,8 もしもしこどもクリニ〒462-0845 052-912-6582医療法人もしもしこど西本　淳子 平22. 7.31小   診療所
     　北268 ック 名古屋市北区柳原２－１２－２６常　勤:    1もクリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　西本　淳子 平28. 7.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321030,270,4 藤本メディカルクリニ〒462-0844 052-981-5581医療法人青葉会　理事矢野　弓子 平16.10. 1内   他   アレ診療所
     　北270 ック 名古屋市北区清水３－１７－３ 常　勤:    1長　矢野　洋 その他 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1循環器内科、消
     化器内科、呼吸
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322030,271,2 太田整形外科 〒462-0015 052-909-0111太田　薫 太田　薫 平12.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　北271 名古屋市北区中味鋺３－４１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323030,272,0 うわとこクリニック 〒462-0825 052-991-4602上床　邦彦 上床　邦彦 平12.11.15内   呼   外  診療所
     　北272 名古屋市北区大曽根２－７－１８常　勤:    2 交代 リハ 小   現存
     (医       2) 平24.11.15
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  324030,273,8 医療法人正医会　近松〒462-0819 052-981-5323医療法人正医会　理事近松　均 平17. 5. 1内   他   診療所
     　北273 医院 名古屋市北区平安２－５－４０ 常　勤:    1長　近松　均 移動 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325030,274,6 わたなべ内科クリニッ〒462-0042 052-910-5501渡邊　一生 渡邊　一生 平13. 2. 1内   胃   リハ診療所
     　北274 ク 名古屋市北区水草町２－４９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326030,277,9 眼科とうもとクリニッ〒462-0007 052-909-6700東本　栄治 東本　栄治 平13. 4. 1眼   診療所
     　北277 ク 名古屋市北区如意２－９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327030,278,7 やまね病院 〒462-0014 052-901-3255山根　則夫 山根　則夫 平13. 4. 1一般        35病院
     　北278 名古屋市北区楠味鋺４－１５２４常　勤:    1 交代 内   外   整外現存
     (医       1) 平25. 4. 1消   循   呼  
     非常勤:   41 神内 アレ 
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328030,282,9 安藤医院 〒462-0844 052-991-2032安藤　寛 安藤　寛 平14. 4. 1一般    診療所
     　北282 名古屋市北区清水５－１－２３ 常　勤:    2 交代 眼   内   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329030,283,7 城見整形外科クリニッ〒462-0847 052-981-7738医療法人しろみ会　理林　一成 平14.10. 1整外 外   リウ診療所
     　北283 ク 名古屋市北区金城２－１２－５ 常　勤:    1事長　林　一成 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330030,285,2 医療法人友志会水谷ク〒462-0056 052-919-7000医療法人友志会　理事水谷　嘉孝 平15. 4. 1内   循   小  診療所
     　北285 リニック 名古屋市北区中丸町２－２ 常　勤:    1長　水谷　嘉孝 組織変更 胃   呼   リハ現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331030,289,4 飯田医院 〒462-0829 052-991-1695飯田　和正 飯田　和正 平22. 6. 1内   小   診療所
     　北289 名古屋市北区杉栄町５－１１６－常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332030,291,0 おかひらクリニック 〒462-0861 052-915-0007医療法人真樹会　理事岡平　樹洋 平15.10. 1外   内   整外診療所
     　北291 名古屋市北区辻本通３－２４－１常　勤:    1長　岡平　樹洋 組織変更 リハ 麻   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  333030,292,8 片山内科 〒462-0059 052-914-8000片山　博 片山　博 平15.11.22内   呼   アレ診療所
     　北292 名古屋市北区駒止町２－４０ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334030,294,4 あいやまクリニック 〒462-0841 052-919-2001医療法人相山会　理事相山　敏之 平19. 5. 1内   消   アレ診療所
     　北294 名古屋市北区黒川本通３－８ 常　勤:    1長　相山　敏之 移動 小   リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335030,297,7 平竹クリニック 〒462-0045 052-914-3240医療法人平竹クリニッ平竹　貫二 平16. 8. 1一般        16診療所
     　北297 名古屋市北区敷島町４８－１ 常　勤:    1ク　理事長　平竹　貫 組織変更 産婦 小   現存
     (医       1)二 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336030,298,5 堀田医院 〒462-0043 052-991-8581医療法人和々会　理事近田　和余 平16. 8. 1内   小   診療所
     　北298 名古屋市北区八代町２－７４ 常　勤:    1長　近田　和余 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337030,299,3 竹内クリニック 〒462-0032 052-914-0533竹内　直秀 竹内　直秀 平16. 9. 1内   小   眼  診療所
     　北299 名古屋市北区辻町３－５３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338030,301,7 医療法人稲垣婦人科 〒462-0825 052-910-5550医療法人稲垣婦人科　稲垣　資郎 平17. 1. 1産婦 診療所
     　北301 名古屋市北区大曽根３－１５－５常　勤:    1理事長　稲垣　資郎 組織変更 現存
     ８大曽根フロントビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339030,302,5 鈴木医院 〒462-0831 052-981-2282鈴木　ありさ 鈴木　ありさ 平17. 1. 1内   精   診療所
     　北302 名古屋市北区城東町４－８４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340030,303,3 大曽根皮フ科・形成外〒462-0825 052-910-1820滝　正 滝　正 平17. 4.20皮   形外 ひ  診療所
     　北303 科 名古屋市北区大曽根３－１７０２常　勤:    1 移動 麻   他   現存
     (医       1) 平29. 4.20循内、血外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341030,304,1 やながわクリニック 〒462-0035 052-919-6711医療法人やながわクリ梁川　鉄男 平17. 6. 1内   循   小  診療所
     　北304 名古屋市北区大野町３－１６ 常　勤:    1ニック　理事長　梁川 組織変更 現存
     (医       1)　鉄男 平29. 6. 1
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  342030,305,8 さくらんぼクリニック〒462-0843 052-981-1211加藤　敬純 加藤　敬純 平18. 1. 1内   外   小  診療所
     　北305 名古屋市北区田幡１－１－３ 常　勤:    1 新規 小外 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343030,306,6 みずのリハビリクリニ〒462-0804 052-917-8008水野　雅康 水野　雅康 平18. 5. 1リハ 診療所
     　北306 ック 名古屋市北区上飯田南町３－９２常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344030,310,8 くりきクリニック 〒462-0015 052-903-1900栗木　浩 栗木　浩 平18. 7. 1内   皮   診療所
     　北310 名古屋市北区中味鋺３－４０２－常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345030,312,4 きむらクリニック 〒462-0825 052-991-5335木村　智政 木村　智政 平18. 9. 1麻   診療所
     　北312 名古屋市北区大曽根３－６－３パ常　勤:    1 新規 現存
     ークスクエア大曽根１階　３号室(医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346030,313,2 ひろせ整形外科 〒462-0853 052-911-1700廣瀬　和義 廣瀬　和義 平18.12. 1整外 リウ リハ診療所
     　北313 名古屋市北区志賀本通１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347030,314,0 金城クリニック 〒462-0847 052-918-7580医療法人金城クリニッ山田　泰弘 平19. 1. 1内   小   消  診療所
     　北314 名古屋市北区金城３－４－５ 常　勤:    2ク　理事長　山田　泰 組織変更 眼   現存
     (医       2)弘 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348030,317,3 医療法人高橋メンタル〒462-0825 052-915-7200医療法人高橋メンタル髙橋　潔 平19. 4. 1精   神   心内診療所
     　北317 クリニック 名古屋市北区大曽根３－５－１５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     大曽根朝日マンション２０２号 (医       1)髙橋　潔 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349030,318,1 河村耳鼻咽喉科 〒462-0844 052-916-0435近藤　由香 近藤　由香 平19. 4. 1耳い 診療所
     　北318 名古屋市北区清水４－１３－１０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350030,319,9 医療法人長喜会服部外〒462-0036 052-991-5100医療法人長喜会　理事服部　祥明 平19. 4. 1整外 外   胃  診療所
     　北319 科整形外科 名古屋市北区長喜町１－１０ 常　勤:    1長　服部　祥明 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351030,320,7 中切パークサイドクリ〒462-0051 052-914-2008医療法人優藍会　理事鈴木　寛路 平19. 4. 1胃   眼   内  診療所
     　北320 ニック 名古屋市北区中切町２－１０ 常　勤:    2長　鈴木　寛路 組織変更 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平25. 4. 1こう リハ 
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  352030,322,3 工藤外科クリニック 〒462-0005 052-901-8890工藤　圭三 工藤　圭三 平20.10.14外   胃   消  診療所
     　北322 名古屋市北区池花町２７４ 常　勤:    1 移動 内   皮   現存
     (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353030,323,1 杉野医院 〒462-0836 052-981-3188杉野　幹夫 杉野　幹夫 平20. 1. 1内   循   小  診療所
     　北323 名古屋市北区大杉町４－５７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354030,324,9 若葉通クリニック 〒462-0854 052-914-7202新城　博之 新城　博之 平22. 4. 1内   他   診療所
     　北324 名古屋市北区若葉通１－１５－２常　勤:    1 移動 現存
     １階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355030,325,6 清水内科クリニック 〒462-0819 052-912-0002清水　秀幸 清水　秀幸 平20. 7. 1内   消   他  診療所
     　北325 名古屋市北区平安１－８－５０ 常　勤:    1 新規 肝臓内科 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356030,326,4 愛こころのクリニック〒462-0841 052-910-1556山西　知愛 山西　知愛 平21. 4. 1精   心内 診療所
     　北326 名古屋市北区黒川本通２－１７黒常　勤:    1 新規 現存
     川ガスプラザ２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357030,327,2 横井耳鼻咽喉科 〒462-0026 052-911-3616渡邊　潤 渡邊　潤 平23.10. 9耳い アレ 診療所
     　北327 名古屋市北区萩野通１－２７－２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358030,331,4 しんぽ整形外科 〒462-0009 052-903-1001振甫　久 振甫　久 平21. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     　北331 名古屋市北区苗田町６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359030,332,2 たけなかクリニック 〒462-0825 052-910-3663竹中　基晃 竹中　基晃 平21.10. 1内   皮   形外診療所
     　北332 名古屋市北区大曽根３－７－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360030,333,0 丹羽眼科 〒462-0841 052-913-2851丹羽　英康 丹羽　英康 平22. 2. 1眼   診療所
     　北333 名古屋市北区黒川本通４－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361030,336,3 わたせ腎泌尿器科クリ〒462-0841 052-911-2112渡瀬　秀樹 渡瀬　秀樹 平22. 5. 1ひ   他   診療所
     　北336 ニック 名古屋市北区黒川本通４－３８－常　勤:    2 新規 腎臓内科 現存
     １カーサヴィアンカ黒川２０６ (医       1) 平28. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  362030,339,7 橋本整形外科クリニッ〒462-0026 052-910-0777医療法人橋本整形外科橋本　晋平 平23. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　北339 ク 名古屋市北区萩野通１－３８－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)橋本　晋平 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363030,340,5 堀口医院 〒462-0013 052-901-4862堀口　京子 堀口　京子 平23. 5.22内   小   外  診療所
     　北340 名古屋市北区東味鋺１－１６０１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364030,342,1 医療法人玲優会　ひら〒462-0810 052-919-1661医療法人玲優会　理事平井　正明 平24. 1. 1内   他   小  診療所
     　北342 い内科クリニック 名古屋市北区山田４－１－５２ 常　勤:    1長　平井　正明 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365030,343,9 医療法人有心会　おお〒462-0819 052-915-9301医療法人有心会　理事瀬崎　良三 平24. 2.11一般        16診療所
     　北343 ぞねメディカルクリニ名古屋市北区平安２－２－１４ 常　勤:    2長　前田　憲志 交代 内   他   ひ  現存
     ック (医       2) 平30. 2.11人工透析内、腎
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366030,345,4 おおぞね内科クリニッ〒462-0825 052-910-1230近藤　紀子 近藤　紀子 平24. 6. 1内   他   診療所
     　北345 ク 名古屋市北区大曽根４－１３－２常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     ８ (医       1) 平30. 6. 1分泌内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367030,346,2 木の香往診クリニック〒462-0869 052-508-8421医療法人青嶺会　理事佐竹　重彦 平24. 8. 1内   診療所
     　北346 名古屋市北区龍ノ口町２－２５グ常　勤:    1長　佐竹　重彦 組織変更 現存
     レイス竜ノ口１０１ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368030,347,0 つがねクリニック 〒462-0023 052-911-8686医療法人英会　理事長津金　恭司 平24. 9. 1内   他   外  診療所
     　北347 名古屋市北区安井４－１４－６３常　勤:    1　津金　隆一 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1消化器内科、乳
     腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369030,348,8 やまもとクリニック 〒462-0007 052-902-2413山本　剛 山本　剛 平24.10. 1内   他   皮  診療所
     　北348 名古屋市北区如意３－１０８－１常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  370030,349,6 おおすぎハツノ内科ク〒462-0837 052-911-0700初野　剛 初野　剛 平24.11. 1内   外   小  診療所
     　北349 リニック 名古屋市北区大杉３－１５－３お常　勤:    1 新規 他   ひ   皮  現存
     おすぎビル１階 (医       1) 平24.11. 1リハ 整外 
     消内、消外、こ
     う外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371030,351,2 医療法人なごやか浩隆〒462-0819 052-911-7580医療法人なごやか浩隆上條　隆司 平25. 4. 1小   診療所
     　北351 会　なごやかこどもク名古屋市北区平安２－１－１４カ常　勤:    1会　理事長　上條　隆 組織変更 現存
     リニック トレヤビル１階 (医       1)司 平25. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372030,353,8 山田医院 〒462-0026 052-981-2033山田　桂子 山田　桂子 平25. 8. 1産   婦   小  診療所
     　北353 名古屋市北区萩野通２－１０ 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平25. 8. 1漢方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373030,355,3 ささきクリニック 〒462-0818 052-915-5800佐々木　智康 佐々木　智康 平25. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     　北355 名古屋市北区彩紅橋通２－１スク常　勤:    1 交代 他   現存
     エア３５８　１階 (医       1) 平25. 9. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374030,356,1 たけなか外科内科こど〒462-0057 052-916-2161医療法人藍靖会　理事竹中　拡晴 平25.11. 1外   他   小  診療所
     　北356 もクリニック 名古屋市北区平手町１－９ 常　勤:    2長　竹中　拡晴 組織変更 整外 リハ 皮  現存
     (医       2) 平25.11. 1ひ   
     循内、消内、こ
     う外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375030,357,9 たいようこどもクリニ〒462-0841 052-911-3211医療法人たいようこど中村　陽一 平25.12.21小   診療所
     　北357 ック 名古屋市北区黒川本通５－２２－常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     １ (医       1)　中村　陽一 平25.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376030,358,7 セタ　クリニック 〒462-0841 052-325-6699瀨田　浩之 瀨田　浩之 平26. 4. 1整外 形外 皮  診療所
     　北358 名古屋市北区黒川本通４－３８－常　勤:    1 新規 他   美外 リウ現存
     １カーサビアンカ黒川２階　２０(医       1) 平26. 4. 1美容皮膚科
     ８
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377030,359,5 きまたクリニック 〒462-0843 052-938-3311医療法人きまたクリニ木全　文夫 平26. 7. 1心内 精   診療所
     　北359 名古屋市北区田幡１－１２－１２常　勤:    1ック　理事長　木全　 交代 現存
     (医       1)文夫 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378030,360,3 かわなかクリニック 〒462-0022 052-325-7025佐野　由衣 佐野　由衣 平26. 9. 1他   内   診療所
     　北360 名古屋市北区川中町１１－８ 常　勤:    1 新規 ペイン外、漢内現存
     (医       1) 平26. 9. 1
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  379030,361,1 名古屋城北放射線科ク〒462-0819 052-910-3325一般財団法人愛知診断石垣　武男 平26.12. 1放   診療所
     　北361 リニック 名古屋市北区平安１－７－２３Ｇ常　勤:    3治療技術振興財団　代 新規 現存
     Ｖ２階 (医       3)表理事　石垣　武男 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380030,362,9 医療法人敬生会　さん〒462-0844 052-935-8605医療法人敬生会　理事松﨑　照正 平27. 4. 1内   診療所
     　北362 クリニック 名古屋市北区清水２－２－８ 常　勤:    1長　松﨑　照正 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381030,364,5 名古屋市重症心身障害〒462-0057 052-916-0333名古屋市長　河村　た二村　眞秀 平27. 5. 1一般        90病院
     　北364 児者施設 名古屋市北区平手町１－１－５ 常　勤:    1かし 新規 内   小   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382030,365,2 医療法人八誠会大曽根〒462-0825 052-934-7221医療法人八誠会　理事河瀬　久幸 平27.10. 1心内 精   診療所
     　北365 メンタルクリニック 名古屋市北区大曽根２－８－１大常　勤:    1長　川島　邦裕 新規 現存
     曽根ＴＹＫビル１階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383030,366,0 上飯田泌尿器科内科ク〒462-0805 052-325-2411平林　崇樹 平林　崇樹 平27.10. 1ひ   内   診療所
     　北366 リニック 名古屋市北区八龍町１－５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384030,367,8 辻町内科クリニック 〒462-0032 052-981-1525宮原　一昭 宮原　一昭 平27.10. 1内   小   皮  診療所
     　北367 名古屋市北区辻町１－３２－１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385030,368,6 うさぎ耳鼻くびクリニ〒462-0825 052-912-2121医療法人亀井　理事長亀井　壯太郎 平27.10. 1他   耳い アレ診療所
     　北368 ック 名古屋市北区大曽根３－１２－３常　勤:    1　亀井　壯太郎 組織変更 小   気食 現存
     ２大曽根地下街ＯＺｇａｒｄｅｎ(医       1) 平27.10. 1頭頸部外科　美
     容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386030,369,4 中井内科医院 〒462-0037 052-912-8822中井　望 中井　望 平28. 1. 1内   他   診療所
     　北369 名古屋市北区志賀町２－６５志賀常　勤:    1 交代 他は、糖尿病内現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1科
     非常勤:    2
     (医       2)
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  387030,370,2 フローラル皮フ科 〒462-0058 052-911-1222小池　文美香 小池　文美香 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     　北370 名古屋市北区西志賀町３－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388030,371,0 のぞみクリニック 〒462-0845 052-325-3708近藤　隆男 近藤　隆男 平29.10.10皮   診療所
     　北371 名古屋市北区柳原４－７－７アイ常　勤:    1 移動 現存
     アイビル１階 (医       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389030,372,8 ときわ医院 〒462-0863 052-914-8588新居　敬弘 新居　敬弘 平29. 1. 5内   小   外  診療所
     　北372 名古屋市北区尾上町１－２公団尾常　勤:    1 交代 リハ 現存
     上団地４－１０２ (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390030,373,6 いざわ内科・消化器内〒462-0041 052-919-6138井澤　伸一郎 井澤　伸一郎 平30. 3. 1内   他   診療所
     　北373 科クリニック 名古屋市北区浪打町２－９２－１常　勤:    1 新規 他：消内、胃内現存
     (医       1) 平30. 3. 1、内視内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391030,374,4 あさみクリニック 〒462-0808 052-912-8341浅海　嘉夫 浅海　嘉夫 平30. 4. 1内   他   診療所
     　北374 名古屋市北区上飯田通１－２２ 常　勤:    1 新規 他：循内 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392040,003,7 村上クリニック 〒451-0062 052-531-2271医療法人友仁会　理事村上　和之 昭35. 7. 1内   他   外  診療所
     　西3 名古屋市西区花の木３－１４－４常　勤:    2長　村上　和之 整外 皮   ひ  現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 
     (薬       1) 胃腸内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393040,027,6 宮田医院 〒451-0061 052-531-9111医療法人大樹会　理事宮田　充樹 昭59. 1. 1内   胃   小  診療所
     　西27 名古屋市西区浄心２－３－２ 常　勤:    1長　宮田　充樹 他   現存
     (医       1) 平29. 1. 1糖内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394040,031,8 医療法人恵愛会小林病〒451-0071 052-521-9371医療法人恵愛会　理事山本　茂樹 昭35. 9.24療養        39病院
     　西31 院 名古屋市西区鳥見町２－３９ 常　勤:    3長　小林　美恵 内   外   皮  現存
     (医       3) 平29. 9.24他   整外 リハ
     非常勤:    1 老年内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  395040,041,7 愛知県済生会リハビリ〒451-0052 052-571-5251社会福祉法人恩賜財団田内　宣生 昭32.11. 1療養       199病院
     　西41 テーション病院 名古屋市西区栄生１－１－１８ 常　勤:   10済生会支部愛知県済生 内   神内 リハ現存
     (医       9)会　支部長　加藤　欽 平29.11. 1
     (薬       1)一
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396040,043,3 医療法人　米田病院 〒451-0053 052-521-6406医療法人米田病院　理米田　實 昭35. 9.24一般        54病院
     　西43 名古屋市西区枇杷島１－１１－５常　勤:    3事長　米田　實 整外 リウ リハ現存
     (医       3) 平29. 9.24内   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397040,078,9 愛知県青い鳥医療療育〒452-0822 052-501-4079社会福祉法人恩賜財団栗田　和洋 昭35. 6. 5一般       170病院
     (041,078,4) センター 名古屋市西区中小田井５－８９ 常　勤:    7済生会支部愛知県済生 内   小   他  現存
     　西78 (医       7)会　支部長　加藤　欽 平29. 6. 5小外 整外 眼  
     非常勤:   31一 耳い 皮   ひ  
     (医      27) リハ 歯   
     (歯       4) 神経小児科、児
     童精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398040,084,7 名鉄病院 〒451-0052 052-551-6121名古屋鉄道健康保険組細井　延行 昭35. 7.11一般       373病院
     　西84 名古屋市西区栄生２－２６－１１常　勤:   81合　理事長　髙木　英 内   他   呼内現存
     (医      75)樹 平29. 7.11神内 小   外  
     (薬       6) 整外 リハ 脳外
     非常勤:    5 婦   皮   ひ  
     (医       5) 耳い 眼   放  
     麻   病理 
     循内、腎内、消
     内、血内、内分
     泌・代謝内、消
     外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399040,135,7 岡本医院 〒452-0832 052-501-8831岡本　靖 岡本　靖 昭51. 3. 1内   診療所
     　西135 名古屋市西区平出町２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400040,139,9 森外科医院 〒451-0035 052-531-0170石垣　宏 石垣　宏 昭52.12.28胃   外   整外診療所
     　西139 名古屋市西区浅間２－６－１４ 常　勤:    1 皮   ひ   現存
     (医       1) 平28.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401040,140,7 近藤耳鼻咽喉科 〒451-0015 052-531-3131近藤　登 近藤　登 昭53. 3. 1耳   診療所
     　西140 名古屋市西区香呑町６－５１－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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  402040,143,1 リウゲ内科名駅クリニ〒451-0045 052-541-0555龍華　一男 龍華　一男 昭60. 7.29一般        19診療所
     　西143 ック 名古屋市西区名駅２－１１－３ 常　勤:    2 内   呼   現存
     (医       2) 平24. 7.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403040,147,2 名古屋市医師会西区休〒451-0031 052-531-2929一般社団法人名古屋市後藤　正己 平29. 3. 5内   小   診療所
     　西147 日急病診療所 名古屋市西区城西４－１５－１０常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     (医       1)洋一 平29. 3. 5
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404040,150,6 米川医院 〒451-0062 052-531-3050米川　俊 米川　俊 昭59. 6.19小   耳   診療所
     　西150 名古屋市西区花の木３－１２－２常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平29. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405040,151,4 リウゲ内科小田井クリ〒452-0805 052-503-3636龍華　二郎 龍華　二郎 昭59.10. 1一般        10診療所
     　西151 ニック 名古屋市西区市場木町１５１，１常　勤:    2 療養         6現存
     ５６ (医       2) 平29.10. 1内   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406040,154,8 胃腸科・内科・小児科〒451-0042 052-551-5028後藤　正己 後藤　正己 昭61. 3.23内   胃   小  診療所
     　西154 後藤医院 名古屋市西区那古野２－１１－１常　勤:    2 現存
     ３ (医       1) 平28. 3.23
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407040,158,9 モリ耳鼻咽喉科 〒451-0053 052-563-2777森　慶人 森　慶人 昭62. 7. 1耳い 小   診療所
     　西158 名古屋市西区枇杷島２－７－２４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408040,159,7 玉井眼科 〒452-0814 052-502-2002玉井　直樹 玉井　直樹 平 3.11.19眼   診療所
     　西159 名古屋市西区南川町９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409040,160,5 やまかわこどもクリニ〒452-0815 052-502-5021山川　毅 山川　毅 平29. 6.19小   アレ 他  診療所
     　西160 ック 名古屋市西区八筋町１５８－１ 常　勤:    2 移動 他は腎臓内科 現存
     (医       2) 平29. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410040,162,1 天野記念クリニック 〒451-0025 052-521-2788医療法人　慈照会　理依馬　弘忠 平 3. 4. 1一般        19診療所
     　西162 名古屋市西区上名古屋４－３－６常　勤:    2事長　宮内　英征 内   整外 他  現存
     (医       2) 平30. 4. 1人工透析内科、
     非常勤:   14 人工透析外科
     (医      14)
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  411040,165,4 医療法人新樹会シンタ〒451-0024 052-524-1676医療法人新樹会　理事新谷　紘一 平元. 4. 1皮   アレ 小  診療所
     　西165 ニ皮フ科 名古屋市西区秩父通２－７４－１常　勤:    2長　新谷　紘一 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412040,170,4 医療法人きとう小児科〒451-0015 052-521-7677医療法人きとう小児科鬼頭　俊行 平28.10.15小   診療所
     　西170 医院 名古屋市西区香呑町４－２８ 常　勤:    1医院　理事長　鬼頭　 移動 現存
     (医       1)俊行 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413040,171,2 大漉内科 〒452-0803 052-504-7841大漉　正夫 大漉　正夫 平 2. 8. 1内   放   診療所
     　西171 名古屋市西区大野木５－６３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414040,173,8 じょうど医院 〒451-0072 052-531-7488医療法人心月会　理事森　光春 平 2. 9. 1内   他   診療所
     　西173 名古屋市西区笠取町１－５０ 常　勤:    1長　森　光春 循内 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415040,174,6 医療法人　西村耳鼻咽〒452-0814 052-501-6607医療法人西村耳鼻咽喉西村　成保 平 2.11. 1耳い 診療所
     　西174 喉科 名古屋市西区南川町２９２ 常　勤:    1科　理事長　西村　成 現存
     (医       1)保 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416040,176,1 医療法人川合産婦人科〒452-0804 052-502-1501医療法人川合産婦人科川合　健之 平 3. 3. 1一般         9診療所
     　西176 名古屋市西区坂井戸町１９１ 常　勤:    1　理事長　川合　健之 産婦 小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417040,177,9 堀田病院 〒451-0013 052-521-5527堀田　義弘 堀田　義弘 平 3. 3.20療養        70病院
     　西177 名古屋市西区江向町６－５４ 常　勤:    3 内   呼内 他  現存
     (医       2) 平30. 3.20皮   放   
     (薬       1) 循内、胃内
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418040,179,5 富田耳鼻咽喉科医院 〒451-0015 052-522-8681医療法人飛翔会　理事富田　翼 平30. 5. 1耳い 診療所
     　西179 名古屋市西区香呑町６－１２－４常　勤:    1長　富田　翼 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419040,182,9 須藤医院 〒451-0035 052-523-4112須藤　真由美 須藤　真由美 平 4. 6. 1皮   診療所
     　西182 名古屋市西区浅間２－９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  420040,183,7 医療法人さぶり整形外〒451-0031 052-521-0550医療法人さぶり整形外岩田　淳 平 5. 1. 1整外 外   リハ診療所
     　西183 科 名古屋市西区城西２－１９－１８常　勤:    1科　理事長　佐分　秀 リウ 現存
     (医       1)雄 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421040,188,6 医療法人渡辺医院 〒451-0016 052-531-8640医療法人渡辺医院　理渡部　英嗣 平 5. 7. 1内   小   診療所
     　西188 名古屋市西区庄内通１－３８ 常　勤:    2事長　渡邉　英嗣 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422040,191,0 医療法人松久医院 〒451-0043 052-571-4639医療法人松久医院　理松久　栄四郎 平 5.10. 1内   他   小  診療所
     　西191 名古屋市西区新道１－２－２３ 常　勤:    1事長　松久　栄四郎 組織変更 外   現存
     (医       1) 平29.10. 1消内、こう外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423040,192,8 医療法人桜井医院 〒452-0805 052-501-0165医療法人桜井医院　理櫻井　敏 平15.12. 1一般        19診療所
     　西192 名古屋市西区市場木町２８６ 常　勤:    2事長　桜井　敏 その他 外   内   整外現存
     (医       2) 平27.12. 1胃   こう 小  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424040,194,4 医療法人光寿会多和田〒451-0025 052-531-1263医療法人光寿会　理事渡邊　達昭 平 6. 4. 1内   診療所
     　西194 医院 名古屋市西区上名古屋２－１５－常　勤:    2長　多和田　壽枝 組織変更 現存
     ２３ (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425040,195,1 城西循環器内科 〒451-0031 052-524-6276清水　良成 清水　良成 平 6. 7. 1内   循   診療所
     　西195 名古屋市西区城西４ー８ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426040,197,7 なかむら内科 〒451-0025 052-521-7667医療法人なかむら内科中村　泰人 平22. 1. 1内   小   診療所
     　西197 名古屋市西区上名古屋１－１４－常　勤:    1　理事長　中村　泰人 移動 現存
     ２３ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427040,198,5 医療法人加藤医院 〒452-0822 052-501-6518医療法人加藤医院　理加藤　一 平 6.11. 1内   外   脳外診療所
     　西198 名古屋市西区中小田井３－３４１常　勤:    1事長　加藤　一 組織変更 形外 小   皮  現存
     (医       1) 平24.11. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
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  428040,200,9 林整形外科クリニック〒452-0809 052-505-7535林　信彦 林　信彦 平 7. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　西200 名古屋市西区花原町１６－４ 常　勤:    2 新規 リウ 内   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429040,203,3 高田医院 〒451-0024 052-531-1122高田　勝利 高田　勝利 平 9.12.27内   小   診療所
     　西203 名古屋市西区秩父通１－５２ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       1) 平27.12.27
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430040,204,1 ひまわりクリニック 〒451-0051 052-571-0801医療法人慶和会　理事伊藤　光 平12. 8.22内   他   リハ診療所
     　西204 名古屋市西区則武新町３－８－２常　勤:    2長　伊藤　光 移動 消化器内科、循現存
     ０ (医       2) 平24. 8.22環器内科、ペイ
     非常勤:    2 ンクリニック内
     (医       2) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431040,205,8 杉田眼科院 〒451-0062 052-531-2071医療法人新緑会　理事杉田　知代 平 9. 1. 1眼   診療所
     　西205 名古屋市西区花の木１－１－７ 常　勤:    1長　杉田　知代 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432040,206,6 横井医院 〒451-0053 052-531-0308横井　昌哉 横井　昌哉 平 9. 1.18耳   気食 アレ診療所
     　西206 名古屋市西区枇杷島３－９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433040,207,4 浅井内科 〒451-0064 052-521-0984浅井　学 浅井　学 平 9. 8. 1内   小   呼  診療所
     　西207 名古屋市西区名西１ー１ー５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434040,210,8 髙田内科医院 〒451-0041 052-571-0124医療法人髙田内科医院高田　康夫 平10. 7. 1内   他   小  診療所
     　西210 名古屋市西区幅下１－１１－２４常　勤:    2　理事長　高田　康夫 組織変更 循環器内科 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435040,212,4 松葉内科 〒451-0077 052-529-2211松葉　周三 松葉　周三 平11. 4. 1内   小   診療所
     　西212 名古屋市西区笹塚町１－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436040,214,0 橋川クリニック 〒451-0062 052-531-0510医療法人大医研　理事橋川　観 平11. 7. 1内   外   胃  診療所
     　西214 名古屋市西区花の木３－１６－１常　勤:    2長　橋川　観 組織変更 こう リハ 皮  現存
     ７ (医       2) 平29. 7. 1眼   



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    51 頁

  437040,216,5 消化器科　髙木医院 〒451-0052 052-551-7594医療法人二髙会　理事髙田　正夫 平12.10. 1内   小   消  診療所
     　西216 名古屋市西区栄生３－８－２７ 常　勤:    1長　髙田　正夫 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438040,218,1 かいだ耳鼻咽喉科 〒452-0822 052-505-3317海田　健宏 海田　健宏 平13. 5. 1耳   アレ 診療所
     　西218 名古屋市西区中小田井３－１６７常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439040,222,3 こばやしこどもクリニ〒451-0014 052-841-2882小林　正紀 小林　正紀 平13.10. 1小   内   診療所
     　西222 ック 名古屋市西区又穂町２－１名鉄パ常　勤:    1 新規 現存
     レ又穂店医療棟 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440040,226,4 菊井皮フ科クリニック〒451-0045 052-551-4377成田　肇 成田　肇 平14. 1. 1内   他   外  診療所
     　西226 名古屋市西区名駅２－１－３ 常　勤:    1 交代 整外 皮   現存
     (医       1) 平26. 1. 1胃内、こう内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441040,227,2 家所医院 〒451-0063 052-531-5550家所　良夫 家所　良夫 平14. 5. 1循   内   小  診療所
     　西227 名古屋市西区押切１－１３－２１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442040,228,0 よねだクリニック 〒451-0053 052-528-5181医療法人米田病院　理米田　忠正 平14. 9. 1整外 外   内  診療所
     　西228 名古屋市西区枇杷島１－１８－４常　勤:    1事長　米田　實 新規 リウ リハ 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443040,231,4 石黒医院 〒451-0082 052-531-8493石黒　恭子 石黒　恭子 平14.12.27内   神内 皮  診療所
     　西231 名古屋市西区大金町５－５４ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平26.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444040,232,2 康友クリニック 〒452-0846 052-505-0332立家　康至 立家　康至 平15. 2. 1内   脳外 診療所
     　西232 名古屋市西区浮野町２１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445040,233,0 新道内科クリニック 〒451-0043 052-588-0160伴　和彦 伴　和彦 平15. 2. 1内   消   小  診療所
     　西233 名古屋市西区新道２－５－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446040,235,5 名古屋市北部地域療育〒451-0083 052-522-5277名古屋市長　河村　た今枝　正行 平15. 5. 1小   整外 精  診療所
     　西235 センター 名古屋市西区新福寺町２－６－５常　勤:    1かし 新規 耳い 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  447040,238,9 もちづき皮フ科クリニ〒452-0807 052-505-3155医療法人もちづき皮フ望月　園美 平17. 4. 1皮   診療所
     　西238 ック 名古屋市西区歌里町１０８ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　望月　園美 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448040,240,5 川原皮フ科クリニック〒452-0846 052-509-4112川原　進 川原　進 平16. 1. 1皮   診療所
     　西240 名古屋市西区浮野町１６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449040,241,3 松原眼科院 〒451-0073 052-531-6549松原　広樹 松原　広樹 平16. 1. 7一般    診療所
     　西241 名古屋市西区浄心本通３－７ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450040,242,1 坂倉医院 〒451-0042 052-551-0514坂倉　一義 坂倉　一義 平16. 1. 1一般         3診療所
     　西242 名古屋市西区那古野１－１０－８常　勤:    1 交代 療養         6現存
     (医       1) 平28. 1. 1内   小   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451040,249,6 やまもと眼科 〒451-0072 052-528-5221医療法人真眼会　理事山本　真之 平17. 7. 1一般    診療所
     　西249 名古屋市西区笠取町４－８８ 常　勤:    1長　山本　真之 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452040,250,4 まじま医院 〒451-0014 052-531-4873馬嶋　邦通 馬嶋　邦通 平18. 1. 4内   小   呼  診療所
     　西250 名古屋市西区又穂町６－１３ 常　勤:    2 交代 アレ 現存
     (医       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453040,251,2 小田井メンタルクリニ〒452-0816 052-509-0018医療法人名北会　理事鬼頭　宏 平18. 5. 1心内 精   診療所
     　西251 ック 名古屋市西区貴生町２３５－１ 常　勤:    1長　鬼頭　宏 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454040,255,3 医療法人明心会ルーセ〒451-6003 052-569-6606医療法人明心会　理事柴田　恵理子 平19. 2. 1精   神   心内診療所
     　西255 ントジェイズクリニッ名古屋市西区牛島町６－１名古屋常　勤:    2長　舟橋　利彦 新規 内   現存
     ク ルーセントタワー３階 (医       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455040,256,1 大雄会ルーセントクリ〒451-6003 052-569-6030社会医療法人　大雄会松本　義隆 平19. 2. 1内   産婦 皮  診療所
     　西256 ニック 名古屋市西区牛島町６－１名古屋常　勤:    5　理事長　伊藤　伸一 新規 形外 放   現存
     ルーセントタワー３階 (医       5) 平25. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  456040,257,9 医療法人寿実会　浄心〒451-0031 052-528-0022医療法人寿実会　理事伊藤　直樹 平22.12. 1精   心内 診療所
     　西257 こころのクリニック 名古屋市西区城西４－１－３３ 常　勤:    1長　伊藤　直樹 移動 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457040,258,7 川津呼吸器・内科 〒451-0064 052-528-1077川津　秀隆 川津　秀隆 平19.10. 1呼   内   アレ診療所
     　西258 名古屋市西区名西１－１７－１７常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458040,260,3 加藤寿クリニック 〒452-0815 052-504-5231工藤　秀寛 工藤　秀寛 平20. 5. 1消   内   外  診療所
     　西260 名古屋市西区八筋町２５７ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459040,261,1 かしまクリニック 〒452-0812 052-501-6700加島　健利 加島　健利 平20. 6. 1内   小   外  診療所
     　西261 名古屋市西区玉池町３５１－１ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460040,263,7 わかまつ医院 〒451-0051 052-581-0889若松　建一 若松　建一 平20. 8. 1内   形外 麻  診療所
     　西263 名古屋市西区則武新町３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ４０ (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461040,264,5 はやしクリニック 〒451-0052 052-571-7976林　祐次 林　祐次 平20. 9. 1外   内   リハ診療所
     　西264 名古屋市西区栄生１－３２－１２常　勤:    2 新規 整外 皮   現存
     (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462040,266,0 庄内クリニック 〒451-0072 052-528-5388医療法人士正会　理事佐野　貴史 平20.12. 1内   外   他  診療所
     　西266 名古屋市西区笠取町４－１０８シ常　勤:    1長　増井　利彦 新規 リハ 小   現存
     ャトーレ笠取１階 (医       1) 平26.12. 1消化器内科、
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463040,268,6 あしかり医院 〒451-0014 052-522-1401 刈　栄一 刈　栄一 平25.11. 1皮   診療所
     　西268 名古屋市西区又穂町４－５６－２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464040,270,2 Ｄｒ．ＭＡＲＩ　ＣＬ〒452-0817 052-506-0222医療法人総合麻里メデ中村　英治 平21. 4. 1内   皮   他  診療所
     　西270 ＩＮＩＣ　ｍｏｚｏ院名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏ常　勤:    1ィカル　理事長　鈴木 新規 婦   形外 現存
     　ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ４階 (医       1)　麻里 平27. 4. 1美皮
     非常勤:    5
     (医       5)
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  465040,271,0 中村眼科医院 〒452-0816 052-502-1500中村　誠 中村　誠 平21. 6. 1眼   診療所
     　西271 名古屋市西区貴生町１０７－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466040,273,6 なかおたいクリニック〒452-0822 052-509-2876佐々木　諭実彦 佐々木　諭実彦 平22. 8. 1内   小   他  診療所
     　西273 名古屋市西区中小田井５－１８８常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467040,274,4 水野ハートクリニック〒451-0015 052-523-8101医療法人かえで会　理水野　俊一 平22.10. 1内   他   外  診療所
     　西274 名古屋市西区香呑町２－７０ 常　勤:    1事長　水野　俊一 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468040,275,1 耳鼻咽喉科まつおか医〒451-0042 052-551-0673医療法人耳鼻咽喉科ま松岡　徹 平22.10. 1耳い アレ 診療所
     　西275 院 名古屋市西区那古野２－７－８ 常　勤:    1つおか医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松岡　徹 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469040,277,7 ふじたファミリークリ〒452-0806 052-509-5755医療法人ふじたファミ藤田　史岳 平23. 1. 1内   小   他  診療所
     　西277 ニック 名古屋市西区五才美町１１２ 常　勤:    1リークリニック　理事 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)長　藤田　史岳 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470040,278,5 名古屋形成クリニック〒451-0051 052-583-7077加納　康裕 加納　康裕 平23. 3. 1形外 美外 外  診療所
     　西278 名古屋市西区則武新町２－２５－常　勤:    1 移動 現存
     ６ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471040,279,3 こざき女性クリニック〒451-0025 052-522-3366小崎　均 小崎　均 平23. 4. 1産婦 内   小  診療所
     　西279 名古屋市西区上名古屋２－２６－常　勤:    2 交代 現存
     ７ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472040,281,9 井戸田整形外科　名駅〒451-0045 052-541-5455医療法人承継会　理事亀山　泰 平23. 4. 1一般        18診療所
     　西281 スポーツクリニック 名古屋市西区名駅２－６－５ 常　勤:    2長　井戸田　力 組織変更 整外 リハ 放  現存
     (医       2) 平29. 4. 1外   内   他  
     非常勤:    8 脳外 ひ   皮  
     (医       8) 胃外、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473040,282,7 のぞみメンタルクリニ〒451-0043 052-533-0212林　彰 林　彰 平23. 5. 1精   心内 診療所
     　西282 ック 名古屋市西区新道１－９－３０リ常　勤:    1 新規 現存
     ンツネビル１階１０４号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  474040,283,5 川上内科整形外科 〒452-0814 052-502-1606医療法人川上内科整形川上　誠 平23. 7. 1内   他   整外診療所
     　西283 名古屋市西区南川町３０ 常　勤:    2外科　理事長　川上　 組織変更 リウ 外   現存
     (医       2)誠 平29. 7. 1呼吸器内科、胃
     非常勤:    3 腸内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475040,285,0 かしの木こどもクリニ〒452-0847 052-501-1233小山　慎郎 小山　慎郎 平24.10. 1小   アレ 診療所
     　西285 ック 名古屋市西区野南町４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476040,286,8 かとう内科循環器内科〒451-0016 052-531-7524加藤　茂 加藤　茂 平24.10. 1内   他   小  診療所
     　西286 クリニック 名古屋市西区庄内通１－４５ 常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477040,287,6 てらべ整形外科 〒452-0847 052-325-3880寺部　靖人 寺部　靖人 平24.11. 1整外 リハ リウ診療所
     　西287 名古屋市西区野南町９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478040,289,2 ＦａｍｉｌｙＣｌｉｎ〒451-0031 052-531-3759医療法人みわたクリニ三輪田　博介 平24.11. 1小   内   アレ診療所
     　西289 ｉｃ　みわた小児科 名古屋市西区城西２－１１－３ 常　勤:    1ック　理事長　三輪田 組織変更 現存
     (医       1)　博介 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479040,291,8 恒川内科小児科医院 〒451-0053 052-531-0737医療法人恒川内科小児恒川　博 平25. 1. 1内   小   放  診療所
     　西291 名古屋市西区枇杷島１－６－３２常　勤:    1科医院　理事長　恒川 組織変更 現存
     (医       1)　博 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480040,293,4 庄内通レディースクリ〒451-0015 052-522-3800三輪　美佐 三輪　美佐 平25. 3. 1産婦 診療所
     　西293 ニック 名古屋市西区香呑町６－５０ノー常　勤:    1 新規 現存
     ステラス庄内通１階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481040,294,2 横井整形外科 〒451-0014 052-528-1011横井　政秀 横井　政秀 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　西294 名古屋市西区又穂町３－６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482040,295,9 医療法人紫陽　クリニ〒452-0802 052-504-7111医療法人紫陽　理事長糠谷　治彦 平25. 6. 1一般 診療所
     (041,295,4) ックサンセール清里 名古屋市西区比良３－１０４ 常　勤:    3　吉水　俊洋 交代     一般    19現存
     　西295 (医       2) 平25. 6. 1内   他   整外
     (歯       1) 外   リハ 歯  
     非常勤:    3 消内、こう外
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  483040,296,7 リリークリニック 〒451-0035 052-938-3318岡田　英二 岡田　英二 平28. 9.12内   皮   診療所
     　西296 名古屋市西区浅間１－１－４伊藤常　勤:    1 移動 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 9.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484040,297,5 松井醫院 〒451-0025 052-508-5201松井　基治 松井　基治 平25.10. 1内   ひ   診療所
     　西297 名古屋市西区上名古屋２－５－７常　勤:    1 新規 現存
     茂里川ビル２階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485040,298,3 かとうホームクリニッ〒451-0031 052-325-5805加藤　利基 加藤　利基 平25.10. 1内   他   ひ  診療所
     　西298 ク 名古屋市西区城西２－４－９ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、小現存
     (医       1) 平25.10. 1児泌尿器科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486040,300,7 船山メンタルクリニッ〒451-0042 052-563-2780船山　正 船山　正 平25.12. 1心内 精   診療所
     　西300 ク／カウンセリングオ名古屋市西区那古野２－２３－１常　勤:    1 新規 現存
     フィス ６－１ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487040,301,5 いまず外科 〒451-0042 052-561-5766医療法人いまず外科　今津　浩喜 平26. 1. 1一般         2診療所
     　西301 名古屋市西区那古野２－２２－１常　勤:    1理事長　今津　浩喜 組織変更 外   内   他  現存
     ６ (医       1) 平26. 1. 1整外 皮   ひ  
     麻   リハ 
     消化器内科、消
     化器外科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488040,302,3 かわい内科＆皮ふ科 〒452-0822 052-508-8699河合　宏紀 河合　宏紀 平26. 4. 1内   他   皮  診療所
     　西302 名古屋市西区中小田井３－３８４常　勤:    2 新規 消内、美皮 現存
     －１ (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489040,303,1 まえかわ耳鼻咽喉科 〒451-0071 052-532-3387前川　広美 前川　広美 平26. 5. 1耳い 他   アレ診療所
     　西303 名古屋市西区鳥見町１－３３バー常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     ドＹＭハイツ１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490040,304,9 かなもと内科クリニッ〒452-0845 052-325-6081金本　高明 金本　高明 平26. 5. 1内   他   小  診療所
     　西304 ク 名古屋市西区中沼町５１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平26. 5. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  491040,305,6 キャッスルベルクリニ〒451-0021 052-529-1333医療法人葵鐘会　理事上野　有生 平26. 7. 1一般 診療所
     　西305 ック 名古屋市西区天塚町２－７ 常　勤:    2長　山下　守 新規     一般    19現存
     (医       2) 平26. 7. 1産   婦   小  
     非常勤:   59 麻   
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492040,307,2 医療法人　貴友会　あ〒451-0034 052-784-7263医療法人貴友会　理事木股　貴哉 平26.10. 1内   診療所
     　西307 おい在宅診療所 名古屋市西区樋の口町１－１５　常　勤:    2長　木股　貴哉 組織変更 現存
     ホーワビル４階 (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493040,308,0 つづき皮フ科 〒451-0035 052-325-2667都築　香子 都築　香子 平27. 4. 1皮   アレ 診療所
     　西308 名古屋市西区浅間１－４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494040,311,4 ばん眼科 〒452-0817 052-508-8446医療法人春清会　理事後藤　靖彦 平27. 9.10眼   診療所
     　西311 名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏ非常勤:    1長　坂　隆裕 組織変更 現存
     ワンダーシティ４階 (医       1) 平27. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495040,312,2 城西こどもクリニック〒451-0031 052-531-4970安藤　直樹 安藤　直樹 平28. 4. 1小   他   アレ診療所
     　西312 名古屋市西区城西４－１９－１０常　勤:    1 新規 他は、小児神経現存
     (医       1) 平28. 4. 1内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496040,313,0 医療法人社団あおば　〒451-0044 052-446-7345医療法人社団あおば　山﨑　明子 平28. 7. 1内   診療所
     　西313 つばめ在宅クリニック名古屋市西区菊井１－２－４東進常　勤:    1理事長　大原　義隆 組織変更 現存
     養蜂ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497040,314,8 はせ整形外科せぼねク〒451-0072 052-529-1600長谷川　伸一 長谷川　伸一 平28. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     　西314 リニック 名古屋市西区笠取町４－７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498040,315,5 さこう駅前クリニック〒451-0052 052-583-5070村藤　正幸 村藤　正幸 平28. 9. 1内   診療所
     　西315 名古屋市西区栄生２－３－１１Ｕ常　勤:    1 新規 現存
     ＮＣビル１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499040,316,3 水谷医院 〒451-0063 052-531-2241水谷　昇一 水谷　昇一 平28. 9. 1内   小   他  診療所
     　西316 名古屋市西区押切２－６－１２ 常　勤:    1 組織変更 他は、循環器内現存
     (医       1) 平28. 9. 1科
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  500040,317,1 大野皮膚科クリニック〒451-0015 052-531-5553大野　稔之 大野　稔之 平29. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     　西317 名古屋市西区香呑町６－６７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501040,318,9 名駅さこうメンタルク〒451-0052 052-551-7717医療法人永朋会　理事丹羽　亮平 平29. 8. 1精   心内 他  診療所
     　西318 リニック 名古屋市西区栄生２－７－５協和常　勤:    1長　加藤　晃司 新規 他は児童精神科現存
     ケミカル（株）栄生店ビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502040,319,7 むしかレディースクリ〒451-0043 052-583-5556六鹿　正文 六鹿　正文 平29. 6.21婦   産   診療所
     　西319 ニック 名古屋市西区新道２－５－７中京常　勤:    1 交代 現存
     メディカルビル２階 (医       1) 平29. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503040,320,5 渡辺クリニック 〒452-0807 052-503-3616渡邊　康介 渡邊　康介 平30. 4. 1内   小   他  診療所
     　西320 名古屋市西区歌里町２６１ 常　勤:    2 交代 他：循内 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504040,321,3 玉池在宅クリニック 〒452-0812 052-509-1156医療法人　泉　理事長 田　恵利香 平30. 5. 1内   心内 皮  診療所
     　西321 名古屋市西区玉池町２１２ 非常勤:    4　渡邉　加奈 組織変更 リハ 現存
     (医       4) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 052-481-5111日本赤十字社愛知県支宮田　完志 昭32. 6.12一般       852地域支援
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 常　勤:  285部　支部長　神田　真 内   神内 精  病院
     　中村24 (医     248)秋 平29. 6.12心外 小外 小  現存
     (歯       9) 形外 整外 脳外
     (薬      28) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   27 眼   耳い リハ
     (医      24) 放   歯   歯外
     (薬       3) 麻   他   呼外
     内分内、腎内、
     血内、消内、循
     内、呼内、消外
     、乳腺等
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506050,028,1 医療法人誠心会大菅病〒453-0821 052-471-5600医療法人誠心会　理事三輪　高也 昭35. 9. 3一般        48病院
     　中村28 院 名古屋市中村区大宮町１－３８ 常　勤:    5長　大菅　健嗣 内   外   整外現存
     (医       4) 平29. 9. 3リハ 他   放  
     (薬       1) 消内、消外、肛
     非常勤:    5 外
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  507050,050,5 医療法人衆済会増子記〒453-0016 052-451-1307医療法人衆済会　理事両角　國男 昭35. 9.24一般       102病院
     　中村50 念病院 名古屋市中村区竹橋町３５－２８常　勤:   18長　両角　國男 内   他   アレ現存
     (医      17) 平29. 9.24リウ リハ ひ  
     (薬       1) 眼   皮   放  
     非常勤:   42 外   神内 小外
     (医      42) 整外 
     腎内、透析内、
     肝内、循内、糖
     内、消外、消内
     、移外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508050,095,0 鵜飼医院 〒453-0042 052-471-0971鵜飼　元吉 鵜飼　元吉 昭35. 8. 1内   小   外  診療所
     　中村95 名古屋市中村区大秋町３－３６－常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509050,104,0 一般財団法人毎日ドク〒450-6626 052-581-2526一般財団法人毎日ドク山田　正樹 平29. 4. 1内   耳い 眼  診療所
     　中村104 ター 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ常　勤:    3ター　理事長　山田　 移動 皮   精   婦  現存
     Ｒゲートタワー２６階 (医       3)正樹 平29. 4. 1
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510050,185,9 則武眼科 〒453-0022 052-481-0232大橋　和紀子 大橋　和紀子 昭47. 6. 1眼   診療所
     　中村185 名古屋市中村区中島町３－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511050,188,3 名古屋市医師会中村区〒453-0017 052-471-8311一般社団法人名古屋市佐々木　國夫 平13.12.27内   小   診療所
     　中村188 休日急病診療所 名古屋市中村区則武本通２－８０常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     －２ (医       1)洋一 平25.12.27
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512050,199,0 安田内科クリニック 〒453-0811 052-482-1401安田　香苗 安田　香苗 昭49. 1. 1内   診療所
     　中村199 名古屋市中村区太閤通９－１７ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513050,205,5 医療法人誠厚会名駅前〒450-0003 052-581-8406医療法人誠厚会　理事菱田　仁士 昭49. 8. 1内   産婦 麻  診療所
     　中村205 診療所保健医療センタ名古屋市中村区名駅南２－１４－常　勤:    2長　菱田　仁士 他   現存
     ー １９住友生命名古屋ビル２階 (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  514050,207,1 一般財団法人名古屋公〒453-8521 052-412-3111一般財団法人名古屋公佐藤　孝道 平12. 8.16内   診療所
     　中村207 衆医学研究所集団検診名古屋市中村区長筬町４－４２ 常　勤:    2衆医学研究所　理事長 移動 現存
     センター (医       2)　佐藤　孝道 平24. 8.16
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515050,223,8 医療法人珪山会　鵜飼〒453-0028 052-461-3131医療法人珪山会　理事高橋　英世 平23. 9. 1一般        60病院
     　中村223 病院 名古屋市中村区寿町３０ 常　勤:    6長　鵜飼　泰光 移動 療養        60現存
     (医       5) 平29. 9. 1内   神内 整外
     (薬       1) リハ 放   外  
     非常勤:   26 他   
     (医      25) 消外
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516050,234,5 増子クリニック昴 〒453-0856 052-412-8211医療法人衆済会　理事山崎　親雄 平17.11. 1他   リハ 診療所
     　中村234 名古屋市中村区並木１－３２２ 常　勤:    2長　両角　國男 移動 透析内 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517050,242,8 志村胃腸科医院 〒453-0011 052-451-0371志村　昭夫 志村　昭夫 昭57. 4. 1内   胃   外  診療所
     　中村242 名古屋市中村区千原町９－５１ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518050,251,9 西川耳鼻咽喉科医院 〒453-0013 052-452-4900西川　達郎 西川　達郎 昭58. 4. 1耳い 診療所
     　中村251 名古屋市中村区亀島１－８－２９常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519050,253,5 あさひレディースクリ〒453-0065 052-411-7890朝日　治郎 朝日　治郎 昭58. 6.25一般         6診療所
     　中村253 ニック 名古屋市中村区靖国町１－１４０常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520050,255,0 森下医院 〒453-0015 052-451-4114森下　幹人 森下　幹人 昭59. 1. 1内   診療所
     　中村255 名古屋市中村区椿町１６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521050,257,6 医療法人福友会　八田〒453-0856 052-413-3151医療法人福友会　理事中野　博 昭59. 4. 1療養       207病院
     　中村257 なみき病院 名古屋市中村区並木２－３６６ 常　勤:    4長　小出　直 内   他   リハ現存
     (医       2) 平29. 4. 1循内、消内
     (薬       2)
     非常勤:   15
     (医      13)
     (薬       2)
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  522050,263,4 横井医院 〒453-0047 052-471-4733横井　隆 横井　隆 昭60. 4. 1外   皮   ひ  診療所
     　中村263 名古屋市中村区元中村町１－１１常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523050,265,9 森医院 〒453-0812 052-471-5611森　孝治郎 森　孝治郎 昭60. 7. 1内   診療所
     　中村265 名古屋市中村区西米野町３－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524050,268,3 眼科村上医院 〒453-0053 052-481-4123村上　正建 村上　正建 昭62. 8.10眼   診療所
     　中村268 名古屋市中村区中村町８－６０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525050,270,9 宇佐美眼科 〒450-0002 052-565-1535宇佐美　公康 宇佐美　公康 平24. 9. 1眼   診療所
     　中村270 名古屋市中村区名駅１－２－４名常　勤:    1 移動 現存
     鉄バスターミナルビル１０階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526050,280,8 名古屋セントラル病院〒453-0801 052-452-3188東海旅客鉄道株式会社中尾　昭公 平18. 7.17一般       198病院
     　中村280 名古屋市中村区太閤３－７－７ 常　勤:   65　代表取締役社長　金 移動 内   呼内 他  現存
     (医      65)子　慎 平24. 7.17神内 外   整外
     非常勤:   41 脳外 皮   ひ  
     (医      41) 婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     循内、消内、血
     内、糖尿・内分
     泌内、腎内、消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527050,281,6 さいとう外科内科皮フ〒453-0016 052-451-2869医療法人斎藤外科　理齋藤　一史 平28.11.25外   内   皮  診療所
     　中村281 科クリニック 名古屋市中村区竹橋町１１－５ 常　勤:    1事長　齋藤　一史 移動 ひ   こう 現存
     (医       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528050,284,0 医療法人鉄隻会奥村胃〒453-0811 052-471-3832医療法人鉄隻会　理事奥村　恪郎 昭63. 1. 1内   胃   外  診療所
     　中村284 腸科外科 名古屋市中村区太閤通６－３２ 常　勤:    1長　奥村　恪郎 性   こう 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529050,292,3 林内科クリニック 〒450-0003 052-561-5757林　吉夫 林　吉夫 昭63.10. 1内   精   心内診療所
     　中村292 名古屋市中村区名駅南１－１７－常　勤:    1 現存
     ２８ミノビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530050,294,9 医療法人暁会中村内科〒453-0053 052-482-0312医療法人暁会中村内科中村　雄太 平元. 4. 1内   他   診療所
     　中村294 名古屋市中村区中村町８－３７ 常　勤:    3　理事長　中村　雄太 消内、循内 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
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  531050,298,0 市村クリニック 〒453-0806 052-451-7726市村　秀樹 市村　秀樹 平24.12. 1内   外   ひ  診療所
     　中村298 名古屋市中村区大正町３－３８ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532050,299,8 医療法人いずみ整形外〒453-0018 052-461-6643医療法人いずみ整形外豊泉　稔 平元. 7. 1整外 内   リハ診療所
     　中村299 科 名古屋市中村区佐古前町２０－１常　勤:    2科　理事長　豊泉　稔 現存
     ０ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533050,302,0 医療法人泰誠会岡本ク〒450-0002 052-565-0805医療法人泰誠会　理事岡本　敏男 平元. 7. 1内   他   外  診療所
     　中村302 リニック 名古屋市中村区名駅３－１６－２常　勤:    1長　岡本　敏男 皮   ひ   現存
     ２ (医       1) 平28. 7. 1胃内、循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534050,304,6 医療法人恵誠会奥田眼〒453-0012 052-451-0871医療法人惠誠会　理事荒井　由香理 平元.11. 1眼   診療所
     　中村304 科 名古屋市中村区井深町１７－３５常　勤:    2長　荒井　由香理 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535050,305,3 岡地外科 〒453-0835 052-411-5222医療法人名古屋慈恵会岡地　洸二郎 平元.11. 1胃   消   外  診療所
     　中村305 名古屋市中村区上石川町３－１５常　勤:    1　理事長　岡地　洸二 整外 皮   リハ現存
     (医       1)郎 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536050,307,9 医療法人完濤会かんや〒453-0014 052-451-0588医療法人完濤会　理事完山　裕倫 平 2. 1. 1内   他   診療所
     　中村307 ま内科 名古屋市中村区則武２－１３－４常　勤:    1長　完山　裕倫 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537050,308,7 医療法人木村神経科 〒450-0002 052-561-0666医療法人木村神経科　木村　哲也 平 2. 5. 1精   心内 診療所
     　中村308 名古屋市中村区名駅３－２３－６常　勤:    2理事長　木村　哲也 現存
     第二千福ビル６ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538050,310,3 医療法人千成会黒川内〒453-0831 052-482-7660医療法人千成会　理事黒川　洋 平 2. 7. 1内   消   循  診療所
     　中村310 科 名古屋市中村区中村中町３－８６常　勤:    1長　黒川　洋 小   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539050,311,1 医療法人たちのクリニ〒450-0002 052-541-9130医療法人　たちのクリ舘野　文美雄 平23. 9. 1内   皮   小  診療所
     　中村311 ック 名古屋市中村区名駅３－２６－８常　勤:    2ニック　理事長　舘野 移動 他   現存
     (医       2)　文美雄 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    63 頁

  540050,313,7 森田皮フ科クリニック〒453-0862 052-413-2712医療法人恵友会　理事森田　茂 平 2. 9. 1皮   診療所
     　中村313 名古屋市中村区岩塚町１－２１ 常　勤:    1長　森田　茂 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541050,314,5 森田クリニック 〒453-0811 052-471-3967医療法人恵友会　理事森田　雄介 平 2. 9. 1内   小   皮  診療所
     　中村314 名古屋市中村区太閤通５－２１ 常　勤:    1長　森田　茂 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542050,315,2 平田修人医院名古屋美〒450-0003 052-533-3981平田　修人 平田　修人 平22. 8.20皮   ひ   形外診療所
     　中村315 容外科 名古屋市中村区名駅南１－１９－常　勤:    1 移動 美外 現存
     ２７オリファビル７階 (医       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543050,317,8 吉田クリニック 〒453-0841 052-411-5662吉田　俊介 吉田　俊介 平 3. 1. 1内   精   神  診療所
     　中村317 名古屋市中村区稲葉地町５－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544050,319,4 荒川内科医院 〒450-0003 052-331-0249荒川　隆志 荒川　隆志 平18. 4.12内   小   消  診療所
     　中村319 名古屋市中村区名駅南５－１－６常　勤:    1 移動 呼   循   放  現存
     (医       1) 平30. 4.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545050,322,8 岩澤眼科 〒453-0853 052-481-0847岩澤　暁 岩澤　暁 平 3. 6. 1眼   診療所
     　中村322 名古屋市中村区牛田通４－１　メ常　勤:    1 現存
     ゾン向陽１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546050,323,6 医療法人二村クリニッ〒453-0863 052-411-9751医療法人二村クリニッ二村　淳子 平 3. 7. 1小   内   診療所
     　中村323 ク 名古屋市中村区八社１－２９８－常　勤:    1ク　理事長　二村　淳 現存
     １ (医       1)子 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547050,324,4 大庭診療所 〒453-0809 052-451-0403谷　辰彦 谷　辰彦 平 3. 8. 2内   呼   消  診療所
     　中村324 名古屋市中村区上米野町４－２８常　勤:    1 循   小   放  現存
     (医       1) 平24. 8. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  548050,326,9 舘内科クリニツク 〒453-0856 052-412-8581舘　敏雄 舘　敏雄 平 3.11. 1内   消   循  診療所
     　中村326 名古屋市中村区並木１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549050,328,5 かとう医院 〒453-0053 052-412-0536医療法人欅の森　理事加藤　真司 平 4. 1. 1内   外   他  診療所
     　中村328 名古屋市中村区中村町茶ノ木１６常　勤:    1長　加藤　真司 現存
     －２ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550050,332,7 岩田病院 〒453-0014 052-451-1552岩田　浩輔 岩田　浩輔 平 4. 4. 1一般        46病院
     　中村332 名古屋市中村区則武１－１－１１常　勤:    3 小   産   婦  現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551050,334,3 彦坂クリニック 〒450-0002 052-581-6660彦坂　博 彦坂　博 平24. 7.17内   他   外  診療所
     　中村334 名古屋市中村区名駅４－４－１０常　勤:    1 移動 整外 現存
     名古屋クロスコートタワー２階 (医       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552050,335,0 医療法人ながや会はじ〒453-0055 052-412-1096医療法人ながや会はじ初鹿野　誠之 平 4. 7. 1一般    診療所
     　中村335 かの外科整形外科 名古屋市中村区香取町１－２４ 常　勤:    2かの外科整形外科　理 外   整外 皮  現存
     (医       2)事長　初鹿野　誠之 平28. 7. 1胃   こう リウ
     リハ 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553050,336,8 芦原耳鼻咽喉科院 〒453-0811 052-471-3387芦原　誠 芦原　誠 平 4. 8.20耳い 診療所
     　中村336 名古屋市中村区太閤通５－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554050,338,4 荒川内科 〒453-0838 052-413-6111荒川　啓基 荒川　啓基 平 5. 2. 1内   呼   胃  診療所
     　中村338 名古屋市中村区向島町３－８ 常　勤:    1 循   小   皮  現存
     (医       1) 平29. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555050,340,0 水野医院 〒453-0809 052-452-3889水野　健朗 水野　健朗 平 5. 2. 1内   小   診療所
     　中村340 名古屋市中村区上米野町３－３７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556050,342,6 医療法人松久会　松原〒450-0002 052-584-7373医療法人松久会　理事松原　忠久 平24. 8.20眼   診療所
     　中村342 眼科 名古屋市中村区名駅４－４－１０常　勤:    1長　松原　忠久 移動 現存
     名古屋クロスコートタワー２階 (医       1) 平24. 8.20
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    65 頁

  557050,344,2 医療法人寺島整形外科〒453-0014 052-452-1911医療法人寺島整形外科寺島　洋治 平 5. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　中村344 名古屋市中村区則武２－９－１７常　勤:    2　理事長　寺島　洋治 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558050,347,5 医療法人松柏会国際セ〒450-0001 052-561-0633医療法人松柏会　理事内藤　靖夫 平 5.10. 1内   他   婦  診療所
     　中村347 ントラルクリニック 名古屋市中村区那古野１－４７－常　勤:    3長　内藤　靖夫 組織変更 消内、循内、乳現存
     １　名古屋国際センタービル１０(医       3) 平29.10. 1外
     階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559050,348,3 医療法人古山医院 〒453-0804 052-451-8002医療法人古山医院　理古山　明夫 平 5.10. 1内   小   循  診療所
     　中村348 名古屋市中村区黄金通１－１０ 常　勤:    1事長　古山　明夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560050,353,3 医療法人ネオキッズ　〒453-0835 052-411-6001医療法人ネオキッズ　荻野　高敏 平 6. 4. 1小   アレ 診療所
     　中村353 ニコニコこどもクリニ名古屋市中村区上石川町３－１０常　勤:    1理事長　荻野　高敏 組織変更 現存
     ック (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561050,360,8 佐々木医院 〒453-0014 052-451-0066佐々木　國夫 佐々木　國夫 平 8. 1. 1内   小   診療所
     　中村360 名古屋市中村区則武１－２６－１常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562050,362,4 医療法人細川外科クリ〒453-0812 052-481-9921医療法人細川外科クリ細川　秀一 平 8. 7. 1内   循   外  診療所
     　中村362 ニック 名古屋市中村区西米野町１－７５常　勤:    1ニック　理事長　細川 組織変更 リハ 現存
     －２ (医       1)　秀一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563050,366,5 森耳鼻咽喉科クリニッ〒453-0828 052-481-5100森　茂樹 森　茂樹 平 9. 2. 1耳い 診療所
     　中村366 ク 名古屋市中村区中村本町１－９５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564050,370,7 医療法人和楽会なごや〒453-0015 052-453-5251医療法人和楽会　理事岸本　智数 平 9. 7. 1精   神内 心内診療所
     　中村370 メンタルクリニック 名古屋市中村区椿町１－１６井門非常勤:    7長　貝谷　久宣 組織変更 現存
     名古屋ビル　６階 (医       7) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565050,372,3 第２中京眼科 〒453-0036 052-461-0010医療法人いさな会　理内藤　尚久 平 9. 9. 1眼   診療所
     　中村372 名古屋市中村区森田町１－５－２常　勤:    1事長　内藤　尚久 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  566050,374,9 医療法人　富士久会　〒453-0044 052-471-1451医療法人富士久会　理藤岡　恒之 平22. 8. 8内   小   他  診療所
     　中村374 藤岡医院 名古屋市中村区鳥居通５－２０ 常　勤:    1事長　藤岡　恒之 移動 皮   現存
     (医       1) 平28. 8. 8循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567050,376,4 酒井耳鼻咽喉科医院 〒453-0839 052-412-3387酒井　正喜 酒井　正喜 平10. 5. 1耳い 小   気食診療所
     　中村376 名古屋市中村区長筬町３－５６－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568050,381,4 めいてつ瀬戸クリニッ〒450-0002 052-585-2949瀬戸　明 瀬戸　明 平10.11. 1内   胃   外  診療所
     　中村381 ク 名古屋市中村区名駅１－２－１名常　勤:    1 新規 現存
     鉄百貨店１０階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569050,386,3 ゆうゆう診療所 〒453-0027 052-481-7771磯部　文男 磯部　文男 平25. 4. 1精   心内 内  診療所
     　中村386 名古屋市中村区大門町１９ 常　勤:    2 移動 他   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570050,392,1 医療法人成田育成会　〒450-0002 052-551-1595医療法人成田育成会　伊藤　知華子 平12. 1. 1産婦 内   診療所
     　中村392 セントソフィアクリニ名古屋市中村区名駅１－１－４Ｊ常　勤:    2理事長　成田　収 新規 現存
     ック Ｒセントラルタワーズ１９階 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571050,393,9 医療法人平野整形外科〒453-0044 052-481-1266医療法人平野整形外科平野　健一 平12. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　中村393 名古屋市中村区鳥居通２－２４－常　勤:    1　理事長　平野　秀夫 組織変更 内   他   現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1糖内、分泌内、
     非常勤:    4 ペイン外
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572050,395,4 中村公園メンタルクリ〒453-0834 052-486-0111佐藤　信幸 佐藤　信幸 平12. 3.31精   心内 神  診療所
     　中村395 ニック 名古屋市中村区豊国通２－６ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ラージュＫ１階 (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573050,399,6 杉田眼科 〒453-0811 052-471-7952杉田　信太郎 杉田　信太郎 平12. 4. 1眼   診療所
     　中村399 名古屋市中村区太閤通５－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  574050,402,8 医療法人珪山会　鵜飼〒453-0811 052-461-3132医療法人珪山会　理事鵜飼　泰光 平23. 5.10療養       150病院
     　中村402 リハビリテーション病名古屋市中村区太閤通４－１ 常　勤:    9長　鵜飼　泰光 移動 リハ 現存
     院 (医       9) 平29. 5.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575050,403,6 医療法人回精会仁愛診〒450-8505 052-562-0577医療法人回精会　理事田村　好弘 平27.11. 1精   内   診療所
     　中村403 療所 名古屋市中村区名駅１－２－４名常　勤:    1長　野島　逸 移動 現存
     鉄バスターミナルビル２階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576050,404,4 髙田内科クリニック 〒453-0046 052-482-1919医療法人髙田　理事長髙田　統夫 平12.10. 1内   小   胃  診療所
     　中村404 名古屋市中村区道下町２－２５ 常　勤:    1　髙田　和夫 組織変更 循   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577050,406,9 堀産婦人科 〒453-0821 052-471-8900堀　好博 堀　好博 平12.11. 5一般    診療所
     　中村406 名古屋市中村区大宮町２－６０ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578050,409,3 名古屋市精神保健福祉〒453-0024 052-483-2095名古屋市長　河村　た新畑　敬子 平12.12. 1精   診療所
     　中村409 センター 名古屋市中村区名楽町４－７－１常　勤:    2かし 新規 現存
     ８ (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579050,411,9 大野医院 〒450-0001 052-551-0762大野　鈴弘 大野　鈴弘 平12.10.11内   小   診療所
     　中村411 名古屋市中村区那古野１－４３－常　勤:    1 交代 現存
     １４ (医       1) 平24.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580050,417,6 谷内科 〒453-0851 052-482-7891谷　能之 谷　能之 平15.11.10内   小   診療所
     　中村417 名古屋市中村区畑江通８－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581050,419,2 千成クリニック 〒453-0818 052-483-0081医療法人千成クリニッ加藤　智昭 平13.10. 1内   小   診療所
     　中村419 名古屋市中村区千成通５－１ 常　勤:    1ク　理事長　加藤　智 組織変更 現存
     (医       1)昭 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582050,421,8 クリニック　ヘルスケ〒453-0047 052-486-1140長谷川　晴彦 長谷川　晴彦 平22. 8.15内   神内 ひ  診療所
     　中村421 アテルミナ 名古屋市中村区元中村町１－５－常　勤:    2 移動 現存
     ３エムエスＴＯＷＮ中村２階 (医       2) 平28. 8.15
     非常勤:    9
     (医       9)
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  583050,425,9 かなくらレディスクリ〒450-0003 052-587-3111金倉　洋一 金倉　洋一 平14. 8. 1産婦 診療所
     　中村425 ニック 名古屋市中村区名駅南１－１５－常　勤:    1 新規 現存
     ２１宇佐美名古屋ビル３階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584050,428,3 公園北クリニック 〒453-0041 052-411-2122芳川　博人 芳川　博人 平15. 1. 1内   小   診療所
     　中村428 名古屋市中村区本陣通５－１１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585050,429,1 ライフ健康クリニック〒453-0046 052-481-9191医療法人髙田　理事長高田　和夫 平15. 3. 1内   小   診療所
     　中村429 名古屋市中村区道下町２－２６ 常　勤:    1　高田　和夫 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586050,432,5 一般財団法人全日本労〒450-0003 052-582-0751一般財団法人全日本労鹿野　美千子 平23. 8.16内   診療所
     　中村432 働福祉協会東海診療所名古屋市中村区名駅南１－２４－常　勤:    3働福祉協会　会長　栁 移動 現存
     ２０名古屋三井ビルディング新館(医       3)澤　信夫 平29. 8.16
     ３階 非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587050,437,4 ミッドランドスクエア〒450-6208 052-583-1263荒井　加代子 荒井　加代子 平18.12. 1眼   診療所
     　中村437 眼科 名古屋市中村区名駅４－７－１ミ常　勤:    1 移動 現存
     ッドランドスクエア豊田・毎日ビ(医       1) 平24.12. 1
     ルディング８階 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588050,442,4 村上医院 〒453-0861 052-412-0650村上　正 村上　正 平16. 1. 1小   内   診療所
     　中村442 名古屋市中村区岩塚本通４－４６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589050,445,7 レディースクリニック〒450-0002 052-551-7111川口　朝兒 川口　朝兒 平16. 4. 1一般         2診療所
     　中村445 ミュウ 名古屋市中村区名駅４－６－２３常　勤:    1 新規 婦   産   現存
     第３堀内ビル１３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590050,447,3 七つ星皮フ科 〒450-6004 052-541-7704医療法人愛星会　理事竹内　理恵 平16. 7. 1皮   診療所
     　中村447 名古屋市中村区名駅１－１－４Ｊ常　勤:    1長　有沢　祥子 新規 現存
     Ｒセントラルタワーズ１９階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591050,448,1 サイ皮膚泌尿器科 〒453-0054 052-411-3003佐井　紹徳 佐井　紹徳 平16. 7. 1ひ   皮   診療所
     　中村448 名古屋市中村区鳥居西通１－３９常　勤:    1 交代 現存
     －２サイ第一ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
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  592050,450,7 タマキ眼科 〒453-0804 052-471-5097玉置　晋 玉置　晋 平16. 9. 1眼   診療所
     　中村450 名古屋市中村区黄金通１－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593050,456,4 恒川クリニック 〒453-0801 052-452-1270恒川　洋 恒川　洋 平17. 1. 1内   消   皮  診療所
     　中村456 名古屋市中村区太閤１－２２－１常　勤:    2 交代 現存
     ３ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594050,457,2 一柳内科 〒453-0015 052-451-0353一柳　繁 一柳　繁 平17. 1. 1内   循   アレ診療所
     　中村457 名古屋市中村区椿町１７－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595050,460,6 青葉クリニック 〒453-0035 052-461-0500医療法人青葉会　理事矢野　洋 平17. 4. 1内   循   呼  診療所
     　中村460 名古屋市中村区十王町４－５ 常　勤:    1長　矢野　洋 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596050,463,0 名古屋循環器科・内科〒450-0002 052-533-1441吉田　哲 吉田　哲 平17. 6. 1循   内   診療所
     　中村463 名古屋市中村区名駅２－４５－７常　勤:    1 新規 現存
     松岡ビルディング４階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597050,464,8 アイケア名古屋 〒450-0002 052-569-1651医療法人アイケア名古鈴木　福江 平17. 6.20一般         5診療所
     　中村464 名古屋市中村区名駅３－１３－５常　勤:    1屋　理事長　鈴木　福 組織変更 眼   他   現存
     名古屋ダイヤビル３号館１階 (医       1)江 平29. 6.20小眼
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598050,466,3 かとうのりこレディー〒450-0002 052-587-2888加藤　律子 加藤　律子 平22. 9. 1婦   産   診療所
     　中村466 スクリニック 名古屋市中村区名駅４－２６－２常　勤:    1 移動 現存
     ５メイフィス名駅ビル３階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599050,470,5 医療法人　セントラル〒450-0002 052-587-4976医療法人セントラルア渥美　一成 平22. 7.21眼   診療所
     　中村470 アイクリニック 名古屋市中村区名駅４－５－２８常　勤:    1イクリニック　理事長 移動 現存
     桜通豊田ビル１４階 (医       1)　渥美　一成 平28. 7.21
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600050,476,2 名駅２丁目クリニック〒450-0002 052-571-5777安田　年伸 安田　年伸 平18. 4. 1心内 神   精  診療所
     　中村476 名古屋市中村区名駅２－４３－１常　勤:    1 新規 現存
     ２東山ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  601050,477,0 医療法人松柏会大名古〒450-6409 052-587-0311医療法人松柏会　理事芳野　純治 平28. 4. 1内   他   婦  診療所
     　中村477 屋ビルセントラルクリ名古屋市中村区名駅３－２８－１常　勤:    2長　内藤　靖夫 移動 他は、消化器内現存
     ニック ２大名古屋ビルヂング　９階 (医       2) 平28. 4. 1科・循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602050,478,8 ほんべ眼科 〒450-0002 052-561-3286本部　千博 本部　千博 平28. 3.28眼   診療所
     　中村478 名古屋市中村区名駅３－２４－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ＬＣビル５階 (医       1) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603050,480,4 桜井整形外科リウマチ〒453-0804 052-481-4582櫻井　智浩 櫻井　智浩 平22. 8.20整外 リウ リハ診療所
     　中村480 科 名古屋市中村区黄金通３－３２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604050,483,8 水谷内科小児科 〒450-0003 052-541-6580片平　智行 片平　智行 平23.11.25内   小   婦  診療所
     　中村483 名古屋市中村区名駅南１－１１－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平29.11.25
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605050,486,1 いいだクリニック 〒453-0053 052-482-2811飯田　昌幸 飯田　昌幸 平19. 2. 1内   消   婦  診療所
     　中村486 名古屋市中村区中村町２－２５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606050,487,9 糖研会きとう内科 〒453-0832 052-486-0088医療法人ひさご　理事鬼頭　栁三 平19. 4. 1内   小   リハ診療所
     　中村487 名古屋市中村区乾出町２－３５ 常　勤:    1長　鬼頭　哲太郎 組織変更 胃   循   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607050,488,7 まごころ在宅医療クリ〒453-0814 052-486-2101医療法人陽明会　理事馬場　尊 平19. 4. 1内   診療所
     　中村488 ニック 名古屋市中村区熊野町３－７ 常　勤:    3長　岩尾　康子 組織変更 現存
     (医       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608050,489,5 藤田内科小児科医院 〒453-0801 052-451-5721医療法人仁友会　理事藤田　淳士 平19. 4. 1内   小   循  診療所
     　中村489 名古屋市中村区太閤５－５－５ 常　勤:    1長　藤田　淳士 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  609050,490,3 太田なごやかクリニッ〒453-0834 052-413-8008医療法人順英会　理事太田　英正 平19. 4. 1内   外   リハ診療所
     　中村490 ク 名古屋市中村区豊国通２－２１－常　勤:    1長　太田　英正 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610050,491,1 医療法人北林会　北林〒453-0053 052-411-6541医療法人北林会　理事北林　隆道 平19. 4. 1精神       345病院
     (051,491,6) 病院 名古屋市中村区中村町７－５８ 常　勤:   10長　北林　知枝美 組織変更 精   神   心内現存
     　中村491 (医       7) 平25. 4. 1歯   
     (歯       2)
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611050,492,9 とわたり内科・心療内〒450-0002 052-587-5666医療法人清聖会　理事唐渡　雅行 平19. 4. 1精   心内 内  診療所
     　中村492 科 名古屋市中村区名駅４－１－３ク常　勤:    1長　唐渡　雅行 組織変更 現存
     リスタルＭＡビル４階 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612050,494,5 竹田内科胃腸科クリニ〒453-0834 052-411-2046医療法人社団フロムフ竹田　信彦 平19. 5. 1内   胃   呼  診療所
     　中村494 ック 名古屋市中村区豊国通３－２２ 常　勤:    3ァースト　理事長　竹 組織変更 循   アレ 小  現存
     (医       3)田　信彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613050,495,2 水谷眼科診療所 〒450-0003 052-582-8001水谷　聡 水谷　聡 平19. 8. 1眼   診療所
     　中村495 名古屋市中村区名駅南１－２４－常　勤:    1 交代 現存
     ３０名古屋三井ビル本館地下１階(医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614050,496,0 吉川内科小児科 〒453-0052 052-461-7791吉川　治哉 吉川　治哉 平19.10. 1内   小   リハ診療所
     　中村496 名古屋市中村区森末町３－１ 常　勤:    1 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615050,497,8 医療法人メディカルユ〒453-0015 052-453-6798医療法人メディカルユ大原　佐織 平19.12. 1眼   診療所
     　中村497 ーエスカアイクリニッ名古屋市中村区椿町６－９先（広常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     ク 場地下） (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616050,501,7 吉川耳鼻咽喉科 〒453-0801 052-451-5474吉川　兼人 吉川　兼人 平20. 2. 1耳い 診療所
     　中村501 名古屋市中村区太閤４－７－４ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       2) 平26. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617050,504,1 カワカツ耳鼻咽喉科 〒450-6409 052-551-0819川勝　健司 川勝　健司 平28. 3. 1耳い 診療所
     　中村504 名古屋市中村区名駅３－２８－１常　勤:    1 移動 現存
     ２大名古屋ビルヂング９階 (医       1) 平28. 3. 1
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  618050,508,2 名古屋バスキュラーア〒453-0015 052-453-0257医療法人慈照会　理事天野　泉 平20. 8. 1他   診療所
     　中村508 クセス天野記念診療所名古屋市中村区椿町１４－１３ウ常　勤:    1長　宮内　英征 新規 現存
     エストポイント１４１３ビル３階(医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619050,510,8 医療法人尚仁会　名古〒450-0002 052-551-6663医療法人尚仁会　理事木下　水信 平22. 7.26内   皮   婦  診療所
     　中村510 屋ステーションクリニ名古屋市中村区名駅４－６－１７常　勤:    1長　木下　水信 移動 他   精   現存
     ック 名古屋ビルデイング８階 (医       1) 平28. 7.26乳外、消内、循
     非常勤:    1 内
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620050,514,0 かすもりクリニック 〒453-0855 052-486-6660臼井　達哉 臼井　達哉 平21.10. 1内   外   他  診療所
     　中村514 名古屋市中村区烏森町８－１２０常　勤:    2 新規 耳い 現存
     ５－１ (医       2) 平27.10. 1他、消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621050,515,7 中村内科クリニック 〒453-0859 052-414-4431中村　常哉 中村　常哉 平23.12.28内   小   他  診療所
     　中村515 名古屋市中村区野上町５２ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平29.12.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622050,516,5 井上医院 〒453-0801 052-451-4527井上　貴夫 井上　貴夫 平22. 5. 1内   他   診療所
     　中村516 名古屋市中村区太閤４－５－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623050,518,1 滝内科 〒453-0815 052-461-2221滝　徳人 滝　徳人 平22. 7. 5内   小   他  診療所
     　中村518 名古屋市中村区北畑町１－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624050,519,9 浅田レディース名古屋〒450-0002 052-551-2203医療法人浅田レディー浅田　義正 平22. 8. 1婦   ひ   診療所
     　中村519 駅前クリニック 名古屋市中村区名駅４－６－１７常　勤:   15スクリニック　理事長 新規 現存
     名古屋ビルディング３階 (医      14)　浅田　義正 平28. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625050,520,7 ダイヤビルレディース〒450-0002 052-561-1881医療法人三栄会　理事水谷　榮彦 平22. 8. 1産婦 診療所
     　中村520 クリニック 名古屋市中村区名駅３－１５－１常　勤:    2長　水谷　榮彦 組織変更 現存
     名古屋ダイヤビルディング２号館(医       2) 平28. 8. 1
     １階 非常勤:    2
     (医       2)
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  626050,523,1 松原眼科岩塚クリニッ〒453-0834 052-461-4141松原　明久 松原　明久 平23. 4. 1眼   診療所
     　中村523 ク 名古屋市中村区豊国通６－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627050,524,9 偕行会　城西病院 〒453-0815 052-485-3777医療法人　偕行会　理錫村　明生 平23. 4. 1一般       120病院
     　中村524 名古屋市中村区北畑町４－１ 常　勤:    6事長　川原　弘久 交代 内   他   整外現存
     (医       6) 平29. 4. 1眼   放   神内
     非常勤:   46 人工透析内、腎
     (医      46) 内、糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628050,525,6 元中村診療所 〒453-0047 052-784-8626医療法人　ｅ元中村会中川　恒夫 平23. 4.18外   内   小  診療所
     　中村525 名古屋市中村区元中村町３－５１常　勤:    1　理事長　堀田　壽郎 組織変更 現存
     ｅ元中村１階 (医       1) 平29. 4.18
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629050,526,4 山内メンタルクリニッ〒450-0002 052-541-1112小林　弘幸 小林　弘幸 平23. 7. 1精   心内 診療所
     　中村526 ク 名古屋市中村区名駅３－２２－８常　勤:    2 交代 現存
     大東海ビル３階 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630050,527,2 山田産婦人科 〒453-0841 052-412-1771山田　悟 山田　悟 平23. 8. 1一般        12診療所
     　中村527 名古屋市中村区稲葉地町７－５ 常　勤:    2 交代 産   婦   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631050,528,0 ひこさか医院 〒450-0001 052-551-0509彦坂　敦也 彦坂　敦也 平23. 9. 1ひ   皮   外  診療所
     　中村528 名古屋市中村区那古野１－４６－常　勤:    2 新規 内   現存
     １５ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632050,529,8 太閤クリニック 〒453-0811 052-485-7877田中　聡 田中　聡 平23.10. 1脳外 外   整外診療所
     　中村529 名古屋市中村区太閤通５－３３ 常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633050,530,6 城田クリニック 〒453-0037 052-461-3770城田　高 城田　高 平23.10. 1内   他   外  診療所
     　中村530 名古屋市中村区高道町５－３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634050,531,4 徳田クリニック 〒453-0011 052-452-0031徳田　衛 徳田　衛 平23.10. 1内   他   歯  診療所
     (051,531,9) 名古屋市中村区千原町４－６５ 常　勤:    2 交代 現存
     　中村531 (医       1) 平29.10. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    74 頁

  635050,533,0 いくたこどもクリニッ〒453-0811 052-486-1010生田　岳人 生田　岳人 平29. 9.11小   診療所
     　中村533 ク 名古屋市中村区太閤通５－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636050,534,8 名駅東聖クリニック 〒450-0003 052-533-7887医療法人東聖会　理事岩崎　明彦 平24. 7. 1内   皮   ひ  診療所
     　中村534 名古屋市中村区名駅南１－１５－常　勤:    1長　梁　敦 交代 現存
     ２１宇佐美名古屋ビル (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637050,535,5 名古屋膠原病リウマチ〒450-0002 052-563-7887医療法人ＩＲＯ　理事玉置　繁憲 平25. 1. 1内   リウ 他  診療所
     　中村535 痛風クリニック 名古屋市中村区名駅４－２６－２常　勤:    1長　田中　郁子 交代 現存
     ５メイフィス名駅ビル３階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638050,537,1 クリニックかけはし 〒453-0841 052-413-0591医療法人ひさご　理事横塚　太郎 平25.10. 1小   他   アレ診療所
     　中村537 名古屋市中村区稲葉地町２－１６常　勤:    2長　鬼頭　哲太郎 新規 内   リハ 現存
     －８ (医       2) 平25.10. 1新生児内科、循
     非常勤:   11 環器内科、糖尿
     (医      11) 病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639050,538,9 ふじたクリニック 〒453-0801 052-454-3008医療法人仁友会　理事藤田　友康 平25.11. 1内   他   神内診療所
     　中村538 名古屋市中村区太閤５－５－５ 常　勤:    2長　藤田　淳士 新規 小   現存
     (医       2) 平25.11. 1消化器内科、内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640050,539,7 医療法人社団輝生会美〒450-0002 052-581-2224医療法人社団輝生会　李　政秀 平27.10. 2美外 形外 皮  診療所
     　中村539 容・形成外科ヴェリテ名古屋市中村区名駅４－６－２３常　勤:    1理事長　福田　慶三 移動 現存
     クリニック 第３堀内ビルディング１１階 (医       1) 平27.10. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641050,540,5 エースクリニック 〒450-0002 052-589-1001医療法人一美会　理事竹内　孝基 平30. 4.11美外 形外 皮  診療所
     　中村540 名古屋市中村区名駅４－１０－２常　勤:    1長　竹内　孝基 移動 現存
     ５名駅ＩＭＡＩビル３階 (医       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642050,542,1 糖尿病・内分泌　内科〒450-0002 052-586-1024山本　祐歌 山本　祐歌 平26. 7. 1他   内   診療所
     　中村542 　名駅東クリニック 名古屋市中村区名駅４－２６－２常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     ３名駅エフワンビル７階 (医       1) 平26. 7. 1分泌内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  643050,543,9 桶屋クリニック 〒450-0003 052-533-6166桶屋　将之 桶屋　将之 平27. 5. 1内   他   小  診療所
     　中村543 名古屋市中村区名駅南３－１６－常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     １５ＡＳビル２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644050,544,7 いわた血管外科クリニ〒450-0002 052-566-0013医療法人静かなる流れ岩田　博英 平27. 4. 1他   診療所
     　中村544 ック 名古屋市中村区名駅４－１－３ク常　勤:    1　理事長　岩田　博英 組織変更 血管外科 現存
     リスタルＭＡビル９階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645050,545,4 医療法人北林会宮本整〒453-0053 052-471-0081医療法人北林会　理事大菅　雅宏 平27. 7. 1一般        16診療所
     　中村545 形外科 名古屋市中村区中村町８－１３ 常　勤:    1長　北林　知枝美 交代 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平27. 7. 1内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646050,546,2 はづきリウマチ科診療〒453-0053 052-471-0095宮本　進行 宮本　進行 平27.12. 1リウ 診療所
     　中村546 所 名古屋市中村区中村町８－１０パ常　勤:    1 新規 現存
     ルミラＭ１０１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647050,547,0 クリニックビューティ〒450-0002 052-581-1087医療法人クリニックビ山川　謙輔 平28. 2. 1内   美外 皮  診療所
     　中村547 ーあいち 名古屋市中村区名駅３－１２－１常　勤:    1ューティーあいち　理 新規 ひ   形外 現存
     ４今井ビル４階 (医       1)事長　山川　謙輔 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648050,548,8 菜の花こころのクリニ〒453-0832 052-471-7879宇佐美　章靖 宇佐美　章靖 平28. 2. 1心内 精   診療所
     　中村548 ック 名古屋市中村区乾出町２－１４パ常　勤:    1 新規 現存
     ークステージ中村１階 (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649050,549,6 名古屋内科、内視鏡ク〒450-6409 052-564-5558医療法人ＨＧＩ　理事林　勝男 平28. 2. 1内   他   診療所
     　中村549 リニック 名古屋市中村区名駅３－２８－１常　勤:    3長　林　勝男 新規 他は、消化器内現存
     ２大名古屋ビルヂング９階 (医       3) 平28. 2. 1科・内視鏡内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650050,551,2 名駅ファミリアクリニ〒453-0013 052-459-3312田島　光浩 田島　光浩 平28. 5. 1内   小   診療所
     　中村551 ック 名古屋市中村区亀島１－４－４モ常　勤:    1 新規 現存
     テット名古屋１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651050,552,0 臼井医院 〒453-0806 052-451-5140臼井　研吾 臼井　研吾 平28. 6. 1内   小   他  診療所
     　中村552 名古屋市中村区大正町２－３６ 常　勤:    1 交代 他は、循環器内現存
     (医       1) 平28. 6. 1科・呼吸器内科
     非常勤:    3
     (医       3)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    76 頁

  652050,553,8 大名古屋ビルヂング眼〒450-6409 052-589-1655医療法人栄新会　理事川添　裕子 平28. 8. 1眼   診療所
     　中村553 科 名古屋市中村区名駅３－２８－１常　勤:    1長　杉野　栄太 交代 現存
     ２大名古屋ビルヂング９階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653050,554,6 金子医院 〒453-0839 052-411-5022金子　寛 金子　寛 平29.11. 1内   小   診療所
     　中村554 名古屋市中村区長筬町６－２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654050,556,1 名駅かわい眼科 〒450-6606 052-589-8432川合　浩之 川合　浩之 平30. 4.27眼   診療所
     　中村556 名古屋市中村区名駅１－１－３タ常　勤:    1 移動 現存
     カシマヤゲートタワーモール６階(医       1) 平30. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655050,557,9 Ｄｒ．ＭＡＲＩ　ＣＬ〒450-0002 052-551-8881医療法人　総合麻里メ鈴木　麻里 平29. 1. 1内   皮   他  診療所
     　中村557 ＩＮＩＣ　名古屋駅院名古屋市中村区名駅３－２６－８常　勤:    1ディカル　理事長　鈴 新規 アレ 婦   現存
     ＫＤＸ名古屋駅前ビル１４階 (医       1)木　麻里 平29. 1. 1美皮、乳外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656050,558,7 本陣こころのクリニッ〒453-0044 052-756-2066大橋　達也 大橋　達也 平29. 2. 1心内 精   他  診療所
     　中村558 ク 名古屋市中村区鳥居通２－４１－常　勤:    1 新規 他は老年心療内現存
     ２磯貝ビル１階 (医       1) 平29. 2. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657050,559,5 一般財団法人　公衆保〒453-0804 052-481-2161一般財団法人公衆保健松山　須賀子 平29. 2. 1内   放   診療所
     　中村559 健協会　診療所 名古屋市中村区黄金通２－４５－常　勤:    1協会　理事長　細川　 新規 現存
     ２ (医       1)秀一 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658050,560,3 ゲート内科・心療内科〒450-6626 052-571-7001医療法人清聖会　理事鷲野　良 平29. 3. 1内   精   心内診療所
     　中村560 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ非常勤:    5長　唐渡　雅行 新規 現存
     Ｒゲートタワー２６階 (医       5) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659050,561,1 タナカ皮膚科 〒450-0002 052-581-5511平　眞理子 平　眞理子 平29. 2. 8皮   診療所
     　中村561 名古屋市中村区名駅４－６－２３常　勤:    1 交代 現存
     第三堀内ビル４階 (医       1) 平29. 2. 8
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660050,562,9 ゲートタワー眼科 〒450-6626 052-462-9211鈴木　葉子 鈴木　葉子 平29. 4. 1眼   診療所
     　中村562 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒゲートタワー２６階 (医       1) 平29. 4. 1
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  661050,564,5 名古屋桜通口眼科 〒450-6610 052-569-1131梶原　康議 梶原　康議 平29. 5. 1眼   診療所
     　中村564 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ常　勤:    1 新規 現存
     Ｒゲートタワー１０階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662050,567,8 名古屋糖尿病内科クリ〒450-0002 052-485-7203平井　博之 平井　博之 平29. 5. 1他   診療所
     　中村567 ニック 名古屋市中村区名駅３－２２－８常　勤:    1 新規 他は糖尿病内科現存
     大東海ビル３階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663050,568,6 森医院 〒453-0054 052-411-0082医療法人恵秀会　理事森　秀雄 平29. 4. 1内   他   小  診療所
     　中村568 名古屋市中村区鳥居西通１－４５常　勤:    1長　森　秀雄 組織変更 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664050,569,4 医療法人慶和会　名古〒450-0002 052-551-1600医療法人慶和会　理事中野　英明 平29. 8. 1内   他   診療所
     　中村569 屋駅健診クリニック 名古屋市中村区名駅４－１０－２常　勤:    1長　伊藤　光 新規 他は消化器内科現存
     ５名駅ＩＭＡＩビル５階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665050,570,2 ゆうこ乳腺クリニック〒450-0002 052-756-2905落合　裕子 落合　裕子 平29.10. 1他   病理 診療所
     　中村570 名駅 名古屋市中村区名駅４－６－２３常　勤:    1 新規 他は乳腺外科 現存
     第三堀内ビルディング１３階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666050,571,0 こう整形外科 〒453-0861 052-412-2151洪　永杓 洪　永杓 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     　中村571 名古屋市中村区岩塚本通３－１１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667050,572,8 医療法人社団ミッドタ〒450-6305 052-551-1569医療法人社団ミッドタ横地　隆 平29.11. 1内   他   呼内診療所
     　中村572 ウンクリニック　ミッ名古屋市中村区名駅１－１－１Ｊ常　勤:    1ウンクリニック　理事 新規 婦   脳外 呼外現存
     ドタウンクリニック名Ｐタワー名古屋５階 (医       1)長　草野　敏臣 平29.11. 1循内、消内、糖
     駅 非常勤:    7 内、乳外
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668050,573,6 リブラささしまメディ〒453-0872 052-485-7298医療法人尚豊会　理事市田　静憲 平29.11. 1内   他   ひ  診療所
     　中村573 カルクリニック 名古屋市中村区平池町４－６０－常　勤:    2長　与那覇　靖 新規 他は循環器内科現存
     １２ (医       2) 平29.11. 1、腎臓内科、糖
     非常勤:    7 尿病内科
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669050,574,4 かずみアイクリニック〒450-0002 052-589-2007菱川　一実 菱川　一実 平29.11. 1眼   診療所
     　中村574 名古屋市中村区名駅４－１０－２常　勤:    1 交代 現存
     ５名駅ＩＭＡＩビル９階 (医       1) 平29.11. 1
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  670050,576,9 ＮｅｘＷｅｌクリニッ〒450-6409 052-933-9919医療法人笑顔会　理事水野　伸一 平29.12. 1皮   他   診療所
     　中村576 ク大名古屋ビル皮膚科名古屋市中村区名駅３－２８－１常　勤:    1長　水野　伸一 新規 他は血液内科 現存
     ２大名古屋ビルヂング９階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671050,578,5 柊みみはなのどクリニ〒453-0015 052-451-3341医療法人る・ぷてぃ・中下　陽介 平30. 1. 1耳い アレ 他  診療所
     　中村578 ック名古屋駅前 名古屋市中村区椿町８－３丸一駅常　勤:    1らぱん　理事長　内藤 新規 小   現存
     西ビル９階 (医       1)　孝司 平30. 1. 1他：小耳い、気
     非常勤:    1 管食道・耳い
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672050,579,3 こども在宅クリニック〒453-0855 052-485-5056医療法人チャイルドホ邊見　勇人 平30. 2. 1小   他   診療所
     　中村579 もじゃ 名古屋市中村区烏森町３－３６－常　勤:    1ームケア　理事長　邊 組織変更 他：新生児内科現存
     １タウンコートアネックス１０１(医       1)見　勇人 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673050,580,1 せきや皮ふ科 〒453-0053 052-482-2255関谷　徳子 関谷　徳子 平30. 4. 1皮   診療所
     　中村580 名古屋市中村区中村町７－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674050,581,9 丹羽眼科医院 〒453-0054 052-412-1010丹羽　敬 丹羽　敬 平30. 4. 1眼   診療所
     　中村581 名古屋市中村区鳥居西通２－５０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675050,582,7 米田医院 〒450-0002 052-584-7375太田　理会 太田　理会 平30. 4. 1整外 形外 皮  診療所
     　中村582 名古屋市中村区名駅４－４－１０常　勤:    1 交代 外   内   小  現存
     名古屋クロスコートタワー２階 (医       1) 平30. 4. 1リハ 美外 耳い
     非常勤:    3 ひ   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676050,583,5 ふくたクリニック　整〒453-0838 052-412-5200福田　章二 福田　章二 平30. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     　中村583 形外科　眼科 名古屋市中村区向島町５－２８－常　勤:    2 新規 眼   他   現存
     １１　２階 (医       2) 平30. 6. 1他：小児眼科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677060,015,6 医療法人　成田育成会〒460-0011 052-221-1595医療法人成田育成会　大沢　政巳 昭35. 9.24一般        40病院
     　中15 　成田病院 名古屋市中区大須１－２０－３０常　勤:    7理事長　成田　収 産婦 小   内  現存
     (医       5) 平29. 9.24
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      16)
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  678060,026,3 名古屋市中保健所 〒460-8447 052-265-2250名古屋市長　河村　た明石　都美 平25. 5. 7内   小   診療所
     　中26 名古屋市中区栄４－１－８中区役常　勤:    3かし 移動 現存
     所朝日生命共同ビル３階 (医       3) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679060,035,4 加納産婦人科 〒460-0011 052-261-7777医療法人知泉会　理事加納　武夫 平19.10. 1一般         5診療所
     　中35 名古屋市中区大須３－１６－２５常　勤:    3長　加納　武夫 その他 産婦 現存
     (医       2) 平25.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680060,067,7 眼科杉田病院 〒460-0008 052-251-6571医療法人社団同潤会　杉田　威一郎 平21. 7. 1一般        60病院
     　中67 名古屋市中区栄５－１－３０ 常　勤:   13理事長　杉田　威一郎 移動 眼   現存
     (医      11) 平27. 7. 1
     (薬       2)
     非常勤:   41
     (医      40)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681060,084,2 医療法人芳栄会飯田レ〒460-0007 052-241-0512医療法人芳栄会　理事飯田　忠史 平11.10.15産婦 麻   皮  診療所
     　中84 ディースクリニック 名古屋市中区新栄３－２－１ 常　勤:    1長　飯田　忠史 移動 内   現存
     (医       1) 平29.10.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682060,096,6 国家公務員共済組合連〒460-0001 052-201-5311国家公務員共済組合連後藤　秀実 昭43.11. 6一般       279地域支援
     (061,096,1) 合会　名城病院 名古屋市中区三の丸１－３－１ 常　勤:   58合会　理事長　松元　 療養        47病院
     　中96 (医      50)崇 平28.11. 6内   放   神内現存
     (歯       1) 他   小   外  
     (薬       7) 整外 脳外 皮  
     非常勤:   43 ひ   婦   眼  
     (医      42) 歯外 麻   
     (歯       1) 心臓、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683060,120,4 内科小児科大野医院 〒460-0024 052-321-0600大野　敏郎 大野　敏郎 昭37. 2. 1内   小   診療所
     　中120 名古屋市中区正木２－３－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684060,141,0 名古屋国税局診療所 〒460-0001 052-951-3511財務省共済組合名古屋遠藤　宏 昭35. 9. 3内   歯   診療所
     (061,141,5) 名古屋市中区三の丸３－２－４ 常　勤:    3国税局支部　支部長　 現存
     　中141 (医       1)垣水　純一 平29. 9. 3
     (歯       1)
     (薬       1)
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  685060,145,1 加藤小児科医院 〒460-0008 052-262-0675加藤　美津枝 加藤　美津枝 昭38. 8. 1小   診療所
     　中145 名古屋市中区栄３－１７－２２ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686060,149,3 中日病院 〒460-0002 052-961-2491中日新聞社健康保険組白木　茂博 平18.11.26一般        42病院
     (061,149,8) 名古屋市中区丸の内３－１２－３常　勤:   18合　理事長　渡辺　享 移動 療養        51現存
     　中149 (医      17) 平24.11.26内   外   整外
     (歯       1) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   76 眼   耳い 放  
     (医      75) 歯外 リハ 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687060,156,8 丸栄診療所 〒460-0003 052-264-5747株式会社丸栄　取締役國井　鏡 昭43. 3. 1内   診療所
     　中156 名古屋市中区錦３－２３－３１ 常　勤:    1社長　濱島　吉充 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688060,186,5 警察共済組合愛知県支〒460-0001 052-951-1611警察共済組合愛知県支津下　圭太郎 平27. 8.11内   精   診療所
     　中186 部診療所 名古屋市中区三の丸２－１－１愛常　勤:    1部　支部長　加藤　達 移動 現存
     知県警察本部北館４階 (医       1)也 平27. 8.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689060,210,3 医療法人神谷メディカ〒460-0022 052-331-1801医療法人神谷メディカ神谷　浩三 平20. 4. 1他   内   外  診療所
     　中210 ルクリニック 名古屋市中区金山４－６－１６ 非常勤:    2ルクリニック　理事長 その他 整外 麻   リハ療養病床
     (医       2)　神谷　浩三 平26. 4. 1消化器内科、肛現存
     門内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690060,214,5 田中皮膚科クリニック〒460-0003 052-951-5555田中　清隆 田中　清隆 昭46. 4. 1皮ひ 診療所
     　中214 名古屋市中区錦３－１３－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691060,215,2 愛知県精神保健福祉セ〒460-0001 052-962-5377愛知県知事　大村　秀藤城　聡 昭46. 4. 1精   診療所
     　中215 ンター 名古屋市中区三の丸３－２－１ 常　勤:    1章 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692060,220,2 医療法人博恵会橋本内〒460-0008 052-231-6595医療法人博恵会橋本内橋本　博行 昭47. 2. 1療養        21病院
     　中220 科 名古屋市中区栄１－１１－１８ 常　勤:    2科　理事長　橋本　博 内   他   アレ現存
     (医       2)行 平29. 2. 1小   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  693060,223,6 浅野内科 〒460-0008 052-684-4805浅野　晴義 浅野　晴義 平27. 7. 6内   診療所
     　中223 名古屋市中区栄３－６－２０辰晃常　勤:    1 移動 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694060,236,8 吉岡耳鼻咽喉科 〒460-0003 052-971-5326吉岡　志郎 吉岡　志郎 平24. 1. 6耳い 診療所
     　中236 名古屋市中区錦３－７－１９錦Ｔ常　勤:    1 移動 現存
     ＫＧビル４階 (医       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695060,261,6 栄産婦人科 〒460-0008 052-251-5066伊藤　晄二 伊藤　晄二 昭51.12. 1一般    診療所
     　中261 名古屋市中区栄５－２２－２２ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696060,264,0 医療法人勝又病院 〒460-0007 052-241-0408医療法人勝又病院　理勝又　一臣 昭52. 2. 1療養       118病院
     　中264 名古屋市中区新栄１－３２－２２常　勤:    7事長　勝又　一夫 内   現存
     (医       5) 平28. 2. 1
     (薬       2)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697060,269,9 平子医院 〒460-0022 052-331-6325平子　郁夫 平子　郁夫 平 8. 3. 1内   小   診療所
     　中269 名古屋市中区金山３－１－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698060,275,6 小栗内科胃腸科 〒460-0022 052-332-0252小栗　剛 小栗　剛 昭54. 4. 1内   消   診療所
     　中275 名古屋市中区金山１－１２－１４常　勤:    1 現存
     　金山総合ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699060,287,1 皮膚科泌尿器科上前津〒460-0013 052-321-7924安藤　不二夫 安藤　不二夫 平10. 5. 1皮   ひ   診療所
     　中287 医院 名古屋市中区上前津２－１３－３常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700060,320,0 高見医院 〒460-0007 052-241-3032高見　和秀 高見　和秀 平元. 4.12内   循   小  診療所
     　中320 名古屋市中区新栄２－１３－６ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701060,322,6 ＮＴＴ西日本東海病院〒460-0017 052-291-6391西日本電信電話株式会佐藤　泰正 昭60. 4. 1一般       150病院
     　中322 名古屋市中区松原２－１７－５ 常　勤:   16社　代表取締役　村尾 内   小   外  現存
     (医      13)　和俊 平30. 4. 1整外 婦   眼  
     (薬       3) 放   麻   皮  
     非常勤:   59 ひ   耳い リハ
     (医      59)
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  702060,324,2 セントラル小児科 〒460-0004 052-971-6237森　孝生 森　孝生 昭60. 7. 1小   アレ 診療所
     　中324 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    1 現存
     名古屋ビル３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703060,334,1 夏目泌尿器科 〒460-0004 052-971-5715夏目　紘 夏目　紘 昭60. 7. 1皮   ひ   性  診療所
     　中334 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    1 現存
     名古屋ビル６階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704060,342,4 医療法人正進会丸善ク〒460-0008 052-264-1222医療法人正進会　理事早瀬　喜正 平20. 8. 1ひ   他   診療所
     　中342 リニック 名古屋市中区栄３－１５－２７ 常　勤:    1長　早瀬　喜正 移動 性感染症内 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705060,349,9 医療法人格医会可世木〒460-0008 052-251-8801医療法人格医会　理事浅井　光興 昭61. 4. 1一般        41病院
     　中349 病院 名古屋市中区栄４－１６－１６ 常　勤:    5長　可世木　成明 産婦 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    3
     (医       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706060,376,2 医療法人安間眼科 〒460-0011 052-241-2983医療法人安間眼科　理安間　哲史 平 7. 1.15一般        19診療所
     　中376 名古屋市中区大須４－１０－５０常　勤:    9事長　安間　哲史 移動 眼   現存
     (医       8) 平28. 1.15
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707060,378,8 クリニックイマイ 〒460-0021 052-322-7745今井　龍彌 今井　龍彌 平17. 9.12皮   内   小  診療所
     　中378 名古屋市中区平和１－１５－２５常　勤:    1 移動 神   現存
     　３０１ (医       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708060,381,2 野垣クリニック 〒460-0008 052-231-5295医療法人野垣　理事長野垣　岳志 平17. 1. 1一般        10診療所
     　中381 名古屋市中区栄１－１０－１６ 常　勤:    2　野垣　敬 その他 こう 胃   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  709060,385,3 医療法人喬順会中川内〒460-0004 052-951-7532医療法人喬順会　理事中川　喬市 平元. 7. 1内   循   診療所
     　中385 科 名古屋市中区新栄町１－３ 常　勤:    1長　中川　喬市 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710060,389,5 医療法人緑葉会関谷耳〒460-0004 052-951-7799医療法人緑葉会　理事関谷　芳正 平15. 6. 1耳い 診療所
     　中389 鼻咽喉科 名古屋市中区新栄町１－３ 常　勤:    1長　関谷　芳正 移動 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711060,392,9 医療法人恒川内科 〒460-0004 052-951-1265医療法人恒川内科　理恒川　誠 平元. 9. 1内   診療所
     　中392 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1事長　恒川　誠 現存
     古屋ビル５階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712060,394,5 加藤内科胃腸科 〒460-0002 052-962-3585医療法人寿芳会　理事加藤　寿彦 平元.10. 1内   胃   診療所
     　中394 名古屋市中区丸の内３－１６－１常　勤:    1長　加藤寿彦 現存
     ６ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713060,395,2 医療法人斯文会岡田内〒460-0013 052-321-7071医療法人斯文会　理事岡田　章 平元.11. 1内   他   診療所
     　中395 科 名古屋市中区上前津１－１２－７常　勤:    2長　岡田　章 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714060,397,8 医療法人葛谷クリニッ〒460-0008 052-261-3700医療法人葛谷クリニッ藤岡　憲 平元.11. 1呼   消   外  診療所
     　中397 ク 名古屋市中区栄４－１７－２０ 常　勤:    2ク　理事長　藤岡　憲 こう 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715060,398,6 医療法人静晴会金子内〒460-0004 052-971-5801医療法人静晴会　理事金子　晴生 平元.11. 1内   診療所
     　中398 科 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1長　金子　晴生 現存
     古屋ビル７階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716060,399,4 医療法人吉田内科 〒460-0004 052-951-0321医療法人　吉田内科　吉田　修 平元.11. 1内   診療所
     　中399 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1理事長　吉田　修 現存
     古屋ビル３階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  717060,400,0 医療法人山川内科 〒460-0004 052-951-1211医療法人山川内科　理山川　育夫 平元.11. 1内   呼   診療所
     　中400 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1事長　山川　育夫 現存
     古屋ビル５階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718060,406,7 医療法人　青木クリニ〒460-0003 052-202-1616医療法人青木クリニッ青木　勝 平26. 5. 1精   心内 診療所
     　中406 ック 名古屋市中区錦１－２０－８カー常　勤:    2ク　理事長　青木　勝 移動 現存
     ニープレイス名古屋伏見３階 (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719060,410,9 医療法人倉橋クリニッ〒460-0003 052-212-0991医療法人倉橋クリニッ倉橋　眞人 平 2. 7. 1内   外   整外診療所
     　中410 ク 名古屋市中区錦２－５－３１長者常　勤:    1ク　理事長　倉橋　真 皮   ひ   こう現存
     町相互ビル３階 (医       1)人 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720060,414,1 医療法人三浦内科 〒460-0004 052-951-1255医療法人三浦内科　理三浦　利重 平 2. 9. 1内   他   診療所
     　中414 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1事長　三浦　利重 消内 現存
     古屋ビル３階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721060,415,8 医療法人森川クリニッ〒460-0004 052-961-1709医療法人森川クリニッ森川　建基 平 2. 9. 1神内 他   精  診療所
     　中415 ク 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    2ク　理事長　森川　建 内   小   現存
     名古屋ビル８階 (医       2)基 平29. 9. 1小神
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722060,417,4 医療法人生寿会新栄ク〒460-0007 052-263-3501医療法人生寿会　理事山本　富男 平26.10. 6内   他   診療所
     　中417 リニック 名古屋市中区新栄３－７－１３ 常　勤:    2長　亀井　克典 移動 人工透析内科、現存
     (医       2) 平26.10. 6腎臓内科
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723060,429,9 医療法人長谷川内科 〒460-0004 052-961-5923医療法人長谷川内科　長谷川　鐘三 平 4. 1. 1内   循   診療所
     　中429 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1理事長　長谷川　鐘三 現存
     古屋ビル７階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724060,434,9 トータルサポートクリ〒460-0008 052-261-7766医療法人社団明創会　太田　雄久 平 4. 4. 1内   診療所
     　中434 ニック栄 名古屋市中区栄４－１４－６アス常　勤:    1理事長　湯浅　和哉 現存
     タープラザビル４階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725060,435,6 医療法人稲英会稲見眼〒460-0016 052-331-1173医療法人稲英会　理事稲見　英樹 平12.10. 2一般         1診療所
     　中435 科 名古屋市中区橘２－１－１２ 常　勤:    1長　稲見　英樹 移動 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  726060,444,8 山田シティクリニツク〒460-0008 052-231-0782山田　隆祥 山田　隆祥 平 5. 2. 4一般         9診療所
     　中444 名古屋市中区栄２－１５－４０ 常　勤:    2 産婦 小   現存
     (医       2) 平29. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727060,445,5 なかの耳鼻咽喉科 〒460-0011 052-241-0213医療法人中野耳鼻咽喉中野　文子 平 5. 4. 1耳   診療所
     　中445 名古屋市中区大須３－４５－３０常　勤:    1科医院　理事長　中野 現存
     (医       1)　文子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728060,460,4 鈴木内科 〒460-0004 052-961-2061鈴木　善充 鈴木　善充 平 7. 7. 1内   診療所
     　中460 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル６階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729060,461,2 葛谷眼科院 〒460-0008 052-231-0096鈴木　祐子 鈴木　祐子 平 7.10. 6眼   診療所
     　中461 名古屋市中区栄１－７－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730060,463,8 かんばらクリニック 〒460-0007 052-241-0390神原　政孝 神原　政孝 平 8. 4. 1消   内   小  診療所
     　中463 名古屋市中区新栄３－８－２６ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731060,467,9 セントラル皮膚科 〒460-0004 052-973-0495坪根　幹夫 坪根　幹夫 平 8. 6. 1皮   診療所
     　中467 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 交代 現存
     古屋ビル７階 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732060,471,1 さかえクリニック 〒460-0003 052-953-9676末武　信宏 末武　信宏 平18.12.28外   内   美外診療所
     　中471 名古屋市中区錦３－５－２１錦Ｈ常　勤:    1 移動 形外 皮   ひ  現存
     ＯＴＥＩビル２階 (医       1) 平24.12.28性   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733060,472,9 亀井内科呼吸器科 〒460-0004 052-951-2577医療法人博傘会　理事亀井　三博 平 8.10. 1内   呼   診療所
     　中472 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    2長　亀井　三博 組織変更 現存
     古屋ビル６階 (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734060,476,0 おおの内科 〒460-0004 052-971-0950大野　秀樹 大野　秀樹 平 9. 4. 1内   消   診療所
     　中476 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    1 新規 現存
     名古屋ビル５階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735060,477,8 もりもり小児科 〒460-0012 052-243-0130森　理 森　理 平 9. 5. 1小   内   診療所
     　中477 名古屋市中区千代田５－１１－３常　勤:    1 新規 現存
     ５東日本ハウス名古屋ビル３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  736060,478,6 奥田クリニック 〒460-0003 052-231-5707医療法人敬愛会　理事奥田　宣男 平 9. 7. 1内   他   小  診療所
     　中478 名古屋市中区錦１－４－２８ 常　勤:    2長　奥田　宣男 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平24. 7. 1消内、循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737060,479,4 医療法人塩瀬眼科 〒460-0004 052-951-1205医療法人塩瀬眼科　理土井　浩史 平 9. 7. 1眼   診療所
     　中479 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1事長　土井　浩史 組織変更 現存
     古屋ビル８階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738060,482,8 北川くりにっく 〒460-0022 052-322-8380北川　裕章 北川　裕章 平 9.10. 1胃   外   リハ診療所
     　中482 名古屋市中区金山１－９－２０昌常　勤:    1 新規 内   現存
     伸ビル１・２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739060,485,1 やまだクリニック 〒460-0008 052-263-7301山田　健二 山田　健二 平10. 4. 1循   消   内  診療所
     　中485 名古屋市中区栄４－１－１中日ビ常　勤:    2 新規 現存
     ル４階 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740060,492,7 岩田内科医院 〒460-0012 052-321-3010岩田　章裕 岩田　章裕 平11. 1.11内   小   診療所
     　中492 名古屋市中区千代田３－１８－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741060,496,8 本町クリニック 〒460-0008 052-249-0101服部　達哉 服部　達哉 平11. 7. 1内   神内 リハ診療所
     　中496 名古屋市中区栄３－２０－２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742060,502,3 すぎやまレディスクリ〒460-0004 052-971-0930杉山　正子 杉山　正子 平12. 1. 1産婦 診療所
     　中502 ニック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル３階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743060,506,4 くりた皮フ科クリニッ〒460-0008 052-249-8600栗田　佳和 栗田　佳和 平12. 3.31皮   診療所
     　中506 ク 名古屋市中区栄４－１－１中日ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４階 (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744060,507,2 神経内科渡辺クリニッ〒460-0004 052-955-5060渡辺　正樹 渡辺　正樹 平12. 3.31神内 リハ 診療所
     　中507 ク 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル３階 (医       1) 平30. 3.31
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  745060,508,0 おぜき内科 〒460-0012 052-331-6808尾関　知子 尾関　知子 平20. 9.15内   循   消  診療所
     　中508 名古屋市中区千代田３－３－８レ常　勤:    1 移動 現存
     ジディア鶴舞１階 (医       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746060,514,8 栄内科 〒460-0004 052-955-8020山田　琢之 山田　琢之 平12.10. 1内   診療所
     　中514 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    2 新規 現存
     古屋ビル４階 (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747060,516,3 木村クリニック 〒460-0012 052-332-0011医療法人木村クリニッ木村　彰良 平13. 1. 1整外 内   消  診療所
     　中516 名古屋市中区千代田４－４－１８常　勤:    2ク　理事長　木村　彰 組織変更 眼   リハ 現存
     (医       2)良 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748060,517,1 岸内科 〒460-0024 052-321-0660岸　克彦 岸　克彦 平13. 1. 1内   消   循  診療所
     　中517 名古屋市中区正木１－１３－４ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749060,521,3 五島メンタルクリニッ〒460-0008 052-265-0510五島　幸明 五島　幸明 平13. 7. 1精   神   診療所
     　中521 ク 名古屋市中区栄３－６－２０辰晃常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750060,522,1 森内科クリニック 〒460-0014 052-331-2725森　紀樹 森　紀樹 平13. 8. 1内   胃   小  診療所
     　中522 名古屋市中区富士見町１５－１８常　勤:    2 交代 アレ 現存
     (医       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751060,527,0 わたなべクリニック 〒460-0011 052-243-0200渡辺　吉博 渡辺　吉博 平13.11. 1内   消   リハ診療所
     　中527 名古屋市中区大須４－３－１グリ常　勤:    1 新規 小   現存
     ナリー南久屋１階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752060,528,8 佐々木小児科・放射線〒460-0008 052-241-3776佐々木　順子 佐々木　順子 平13.11. 9小   放   内  診療所
     　中528 科・内科医院 名古屋市中区栄４－１４－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11. 9
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753060,530,4 医療法人秀実会古澤整〒460-0004 052-954-0335医療法人秀実会　理事古澤　久俊 平14. 1. 1整外 リウ 麻  診療所
     　中530 形外科 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1長　古澤　久俊 組織変更 現存
     古屋ビル５階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    88 頁

  754060,531,2 神経科上前津クリニッ〒460-0011 052-262-6161山口　利之 山口　利之 平14. 2. 1神   精   心内診療所
     　中531 ク 名古屋市中区大須４－１０－４０常　勤:    1 新規 現存
     カジウラテックスビル５階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755060,543,7 福澤内科・皮フ科クリ〒460-0003 052-218-8882福澤　良彦 福澤　良彦 平14.12. 1内   循   小  診療所
     　中543 ニック 名古屋市中区錦２－１４－２０ 常　勤:    2 新規 皮   アレ 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756060,546,0 原内科クリニック 〒460-0022 052-350-4666原　朋広 原　朋広 平15. 3. 1内   診療所
     　中546 名古屋市中区金山１－１４－１６常　勤:    1 新規 現存
     トキワビル３階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757060,549,4 医療法人順秀会スカイ〒460-0008 052-241-2111医療法人順秀会　理事椎尾　啓輔 平21. 9. 1内   他   心内診療所
     　中549 ル内科 名古屋市中区栄３－４－５栄（ス常　勤:    1長　加藤　秀平 移動 婦   小   リハ現存
     カイル）ビル１１階 (医       1) 平27. 9. 1放   アレ 
     非常勤:   14 他、循環器内科
     (医      14) 、消化器内科、
     呼吸器内科、乳
     腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758060,551,0 いくたウィメンズクリ〒460-0008 052-263-1250生田　克夫 生田　克夫 平15. 5. 1婦   産   診療所
     　中551 ニック 名古屋市中区栄３－１５－２７Ｃ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＩ名古屋プラザビル３階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759060,554,4 たわだ泌尿器科 〒460-0011 052-238-3555多和田　俊保 多和田　俊保 平15. 7. 1ひ   性   皮  診療所
     　中554 名古屋市中区大須３－１４－４３常　勤:    1 新規 内   現存
     大須第２アメ横ビル３階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760060,557,7 ふるたアメ横内科クリ〒460-0011 052-238-6060古田　てるひ 古田　てるひ 平15.12. 1内   循   消  診療所
     　中557 ニック 名古屋市中区大須３－１４－４３常　勤:    1 新規 小   現存
     大須第２アメ横ビル３階 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761060,563,5 大須メンタルクリニッ〒460-0011 052-269-3500医療法人康誠会　理事久世　晴久 平16. 4. 1精   心内 診療所
     　中563 ク 名古屋市中区大須３－３０－６０常　勤:    1長　宮内　誠 新規 現存
     大須３０１ビル５階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762060,564,3 医療法人生寿会中メン〒460-0008 052-243-1151医療法人生寿会　理事小河原　尚泰 平16. 4. 1心内 精   診療所
     　中564 タルクリニック 名古屋市中区栄４－１－８中区役常　勤:    2長　亀井　克典 新規 現存
     所朝日生命共同ビル１２階 (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  763060,567,6 広小路通メンタルクリ〒460-0008 052-212-2500初田　聡 初田　聡 平16. 5. 1心内 精   神  診療所
     　中567 ニック 名古屋市中区栄２－３－３２アマ常　勤:    1 新規 現存
     ノビル２Ｆ２０１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764060,573,4 いとう医院 〒460-0011 052-219-2227医療法人藤濱会　理事伊藤　靖敏 平16. 7. 1内   小   皮  診療所
     　中573 名古屋市中区大須２－２８－３２常　勤:    1長　伊藤　靖敏 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765060,580,9 まきクリニック 〒460-0011 052-262-3266齋藤　載次 齋藤　載次 平16.10. 1内   アレ 皮  診療所
     　中580 名古屋市中区大須３－３０－６０常　勤:    1 新規 眼   現存
     大須３０１ビル４階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766060,582,5 栄メンタルクリニック〒460-0008 052-249-0015医療法人栄心会　理事勝又　久也 平17. 1. 1精   神   心内診療所
     　中582 名古屋市中区栄３－４－１５鏡栄常　勤:    1長　勝又　久也 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767060,587,4 鶴舞メンタルクリニッ〒460-0012 052-332-1700篠田　毅 篠田　毅 平23. 7.12精   診療所
     　中587 ク 名古屋市中区千代田３－１６－７常　勤:    1 移動 現存
     横山胃腸科病院アネックスビル１(医       1) 平29. 7.12
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768060,589,0 服部内科クリニック 〒460-0004 052-962-8500服部　正樹 服部　正樹 平17. 5. 1内   他   診療所
     　中589 名古屋市中区新栄町１－３ 常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769060,591,6 なごやかクリニック 〒460-0008 052-249-5930岡田　恒良 岡田　恒良 平30. 1. 1内   診療所
     　中591 名古屋市中区栄３－４－５栄ノバ常　勤:    1 移動 現存
     ７階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770060,592,4 医療法人社団織田会あ〒460-0008 052-243-1024医療法人社団織田会　新田　悠紀子 平17. 9. 1内   眼   呼  診療所
     　中592 きしまクリニック 名古屋市中区栄４－２－２９名古常　勤:    1理事長　宮田　智恵 新規 循   リウ 消  現存
     屋広小路プレイス２階 (医       1) 平29. 9. 1皮   アレ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771060,595,7 古井脳神経外科 〒460-0004 052-951-2223医療法人国手会　理事古井　倫士 平17.11. 1脳外 診療所
     　中595 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1長　古井　倫士 組織変更 現存
     古屋ビル６階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    90 頁

  772060,601,3 たかみクリニック 〒460-0022 052-332-2002医療法人悠真会　理事髙見　薫 平20.11. 6形外 皮   美外診療所
     　中601 名古屋市中区金山２－１－２２Ｐ常　勤:    1長　田中　達典 移動 現存
     ｒｏｃｅｅｄ　ＫＡＮＡＹＡＭＡ(医       1) 平26.11. 6
     ２　２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773060,602,1 医療法人もりた整形外〒460-0011 052-269-0555医療法人もりた整形外森田　千里 平18. 4. 1整外 リハ 診療所
     　中602 科 名古屋市中区大須４－１０－４０常　勤:    1科　理事長　森田　千 組織変更 現存
     カジウラテックスビル１階 (医       1)里 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774060,603,9 第一クリニック皮膚科〒460-0008 052-204-0835杉浦　真理子 杉浦　真理子 平20.11.25皮   アレ 診療所
     　中603 ・アレルギー科 名古屋市中区栄２－１－１日土地常　勤:    2 移動 現存
     名古屋ビル２階 (医       2) 平26.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775060,604,7 栄駅前アイクリニック〒460-0008 052-238-5404土岐　公男 土岐　公男 平18. 6. 1眼   診療所
     　中604 名古屋市中区栄３－７－１２サカ常　勤:    1 新規 現存
     エ東栄ビル３階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776060,605,4 クリニック　ビザリア〒460-0008 052-262-4555医療法人二昌会　理事渡邉　実佳 平18.11. 1外   整外 リハ診療所
     　中605 名古屋市中区栄３－７－１２サカ常　勤:    1長　小林　昌義 新規 皮   呼内 内  現存
     エ東栄ビル４階 (医       1) 平24.11. 1美外 他   
     美内、美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777060,607,0 岡神経科 〒460-0004 052-955-1606岡　潔 岡　潔 平19. 1. 1神   精   診療所
     　中607 名古屋市中区新栄町１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778060,608,8 こいずみ形成クリニッ〒460-0008 052-238-1230小泉　正樹 小泉　正樹 平25. 7. 1形外 皮   美外診療所
     　中608 ク 名古屋市中区栄４－１３－１９Ｔ常　勤:    1 移動 他   現存
     Ｋビル５階 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779060,609,6 中日ビル医療コーナー〒460-0008 052-263-7304寺田　剛祥 寺田　剛祥 平19. 2. 1眼   診療所
     　中609 寺田眼科 名古屋市中区栄４－１－１中部日常　勤:    2 交代 現存
     本ビルディング４階　医療コーナ(医       2) 平25. 2. 1
     ー
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780060,612,0 南メンタルクリニック〒460-0003 052-201-3731南　美奈子 南　美奈子 平19. 9. 1精   心内 診療所
     　中612 名古屋市中区錦２－１７－２８Ｃ常　勤:    2 新規 現存
     Ｋ１５伏見ビル２階 (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781060,613,8 正木皮フ科クリニック〒460-0024 052-323-3320医療法人まさき会　理請井　智香子 平19. 9. 1皮   診療所
     　中613 名古屋市中区正木１－１６－１５常　勤:    1事長　請井　智香子 組織変更 現存
     へんぜるハイツ２階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  782060,616,1 たまい眼科ほのぼのク〒460-0004 052-955-8090玉井　浩子 玉井　浩子 平20. 4. 1眼   診療所
     　中616 リニック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル９階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783060,618,7 医療法人うたし会　ク〒460-0003 052-228-9265医療法人うたし会　理林　秀樹 平26. 4. 1婦   皮   麻  診療所
     　中618 リニックロタージェ 名古屋市中区錦３－２４－２４錦常　勤:    2事長　林　秀樹 移動 現存
     ３２４ビル７階 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784060,619,5 金山メンタルクリニッ〒460-0026 052-332-5005髙木　千浩 髙木　千浩 平20. 5. 1心内 精   診療所
     　中619 ク 名古屋市中区伊勢山２－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785060,620,3 ＳＳクリニック 〒460-0012 052-332-7870柴田　真一 柴田　真一 平20. 5. 1皮   形外 美外診療所
     　中620 名古屋市中区千代田３－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ４パルティール鶴舞２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786060,621,1 おち夢クリニック名古〒460-0002 052-968-2203越知　正憲 越知　正憲 平20. 5. 1他   ひ   診療所
     　中621 屋 名古屋市中区丸の内３－１９－１常　勤:    3 移動 現存
     ２久屋パークサイドビル８階 (医       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787060,623,7 森田シャントアミロイ〒460-0022 052-324-1112森田　弘之 森田　弘之 平20. 6. 1他   診療所
     　中623 ド治療クリニック 名古屋市中区金山２－１６－２２常　勤:    1 新規 透析内科 現存
     守隋ビル８階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788060,625,2 にしやま形成外科皮フ〒460-0008 052-242-3535医療法人桃姫メディカ西山　智広 平20. 9. 1形外 美外 皮  診療所
     　中625 科クリニック 名古屋市中区栄３－１４－１３ド常　勤:    1ル　理事長　西山　智 組織変更 他   現存
     トール名古屋栄ビル５階 (医       1)広 平26. 9. 1美皮、性感染症
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789060,627,8 恒吉クリニック 〒460-0002 052-231-3256恒吉　雅弘 恒吉　雅弘 平20.12. 1内   小   診療所
     　中627 名古屋市中区丸の内２－１８－１常　勤:    1 組織変更 現存
     １第４６ＫＴビル (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790060,629,4 医療法人名古屋栄クリ〒460-0008 052-251-6661医療法人名古屋栄クリ福田　直行 平21. 1. 1内   他   小  診療所
     　中629 ニック 名古屋市中区栄５－２７－３ロイ常　勤:    1ニック　理事長　福田 組織変更 現存
     ヤルオーク１階 (医       1)　直行 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  791060,633,6 ともこレディースクリ〒460-0003 052-950-7777医療法人ともこＬ．Ｃ杉浦　智子 平21. 4. 1婦   麻   内  診療所
     　中633 ニック 名古屋市中区錦３－２２－１３栄常　勤:    1．　理事長　杉浦　智 組織変更 現存
     町ビル西館４階 (医       1)子 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792060,635,1 エミ・セントクリニッ〒460-0008 052-252-2114医療法人慈友会　理事早瀬　亜美 平21. 7. 1内   皮   診療所
     　中635 ク 名古屋市中区栄３－２７－５栄セ常　勤:    1長　吉村　枝三子 組織変更 現存
     ントビル７階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793060,636,9 はたの医院 〒460-0008 052-253-7370波多野　敬 波多野　敬 平21. 8. 1心内 内   精  診療所
     　中636 名古屋市中区栄４－１－１中日ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル４階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794060,637,7 阪野皮膚科 〒460-0011 052-241-5659阪野　弘之 阪野　弘之 平21. 8.10皮   診療所
     　中637 名古屋市中区大須３－７－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 8.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795060,638,5 たかい整形外科 〒460-0011 052-262-2800石井　要 石井　要 平21. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　中638 名古屋市中区大須３－１４－４３常　勤:    1 交代 現存
     大須第２アメ横ビル３階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796060,639,3 かねまきクリニック 〒460-0015 052-321-8201印牧　武人 印牧　武人 平22. 1. 1内   外   小  診療所
     　中639 名古屋市中区大井町４－２０ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797060,641,9 としわ会診療センター〒460-0022 052-882-1048医療法人としわ会　理清水　秀康 平22. 3. 1一般         2診療所
     　中641 レクリニック 名古屋市中区金山５－５－１１ 常　勤:    4事長　清水　秀康 新規 内   外   呼内現存
     (医       4) 平28. 3. 1他   小   アレ
     非常勤:   22 皮   
     (医      22) 消内、小皮、美
     皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798060,642,7 名古屋栄ペインクリニ〒460-0008 052-262-1377柳原　尚 柳原　尚 平22. 3. 1他   麻   リハ診療所
     　中642 ック 名古屋市中区栄４－２－２９名古常　勤:    1 新規 ペイン内、ペイ現存
     屋広小路プレイス２階 (医       1) 平28. 3. 1ン整形
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799060,643,5 心療内科・内科リエゾ〒460-0002 052-220-0255村瀬　聡美 村瀬　聡美 平22. 4. 1心内 内   精  診療所
     　中643 ンメディカル丸の内 名古屋市中区丸の内２－１８－１常　勤:    1 新規 現存
     ５５１ＫＴビル４階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    93 頁

  800060,644,3 エルズメディケア名古〒460-0008 052-737-6500医療法人鹿志会　理事伊藤　佳子 平22. 4. 1内   婦   診療所
     　中644 屋 名古屋市中区栄２－１－１日土地常　勤:    1長　木俣　清子 交代 現存
     名古屋ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801060,645,0 まさはしレディスクリ〒460-0008 052-263-1103正橋　鉄夫 正橋　鉄夫 平22. 5. 1婦   産   診療所
     　中645 ニック 名古屋市中区栄３－６－２０、辰常　勤:    1 新規 現存
     晃ビルディング３階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802060,646,8 あんどう乳腺クリニッ〒460-0022 052-253-8281安藤　由明 安藤　由明 平22. 5. 1他   外   診療所
     　中646 ク 名古屋市中区金山２－１－２２プ常　勤:    1 新規 現存
     ロシード金山２ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803060,649,2 医療法人メディカルユ〒460-0003 052-955-2960医療法人メディカルユ加藤　正恵 平22. 9. 1眼   内   診療所
     　中649 ー　マイカメディカル名古屋市中区錦３－２４－２４錦常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     クリニック ３２４ビル６階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804060,650,0 栄エンゼルクリニック〒460-0008 052-238-0266医療法人士正会　理事水野　芳樹 平22.11. 1内   他   小  診療所
     　中650 名古屋市中区栄５－４－１２ 常　勤:    2長　増井　利彦 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805060,651,8 名古屋皮膚科クリニッ〒460-0008 052-263-9948荒川　昌彦 荒川　昌彦 平22.11. 1皮   形外 美外診療所
     　中651 ク 名古屋市中区栄４－１４－１９富常　勤:    1 新規 現存
     田ビル４階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806060,657,5 金山ペインクリニック〒460-0022 052-265-7441川瀨　守智 川瀨　守智 平23. 4. 1他   麻   内  診療所
     　中657 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 新規 現存
     谷川ビル４階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807060,659,1 一般財団法人日本予防〒460-0004 052-950-3707一般財団法人日本予防山本　梓 平23. 5. 1内   婦   診療所
     　中659 医学協会附属診療所　名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1医学協会　理事長　神 新規 現存
     ウェルビーイング栄 古屋ビル地下１階 (医       1)代　雅晴 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  808060,660,9 医療法人社団甲仁会　〒460-0011 052-252-7305医療法人社団甲仁会　椿　秀三千 平23. 7.15外   内   診療所
     　中660 名古屋甲状腺診療所 名古屋市中区大須４－１４－５９常　勤:    1理事長　伊藤　公一 移動 現存
     (医       1) 平29. 7.15
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809060,661,7 アイリス眼科クリニッ〒460-0008 052-261-1813近藤　瑞枝 近藤　瑞枝 平23. 7. 1眼   診療所
     　中661 ク 名古屋市中区栄３－４－１５鏡栄常　勤:    1 交代 現存
     ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810060,662,5 あおやまクリニック 〒460-0008 052-242-1120医療法人青雄会　理事青山　重雄 平23. 7. 1他   内   小  診療所
     　中662 名古屋市中区栄３－７－１３コス常　勤:    2長　青山　重雄 組織変更 皮   心内 現存
     モ栄ビル３階 (医       2) 平29. 7. 1漢方内科
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811060,663,3 グランクリニック 〒460-0008 052-243-4874医療法人美彩会　理事中村　恭介 平23. 9. 1美外 他   形外診療所
     　中663 名古屋市中区栄５－２８－１９ア常　勤:    1長　中村　恭介 新規 整外 リハ 皮  現存
     ルティメイトタワー栄Ⅴビル３階(医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812060,664,1 わきたクリニック 〒460-0022 052-322-1022脇田　利明 脇田　利明 平23.10. 1ひ   診療所
     　中664 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 新規 現存
     谷川ビル４階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813060,665,8 磯部内科クリニック 〒460-0004 052-971-0515磯部　智 磯部　智 平23.11. 1内   他   診療所
     　中665 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 交代 現存
     古屋ビル３階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814060,668,2 仁大クリニック 〒460-0022 052-331-8019赤松　拡 赤松　拡 平24. 3. 1精   診療所
     　中668 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 交代 現存
     谷川ビル９階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815060,669,0 栄かとうクリニック 〒460-0004 052-961-3001加藤　泰久 加藤　泰久 平24. 5. 1内   他   診療所
     　中669 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    1 交代 現存
     名古屋ビル５階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  816060,671,6 栄ＫＥＮハートクリニ〒460-0008 052-252-0770安井　健二 安井　健二 平24. 7. 1内   他   皮  診療所
     　中671 ック 名古屋市中区栄３－６－２０　辰常　勤:    1 新規 現存
     晃ビルディング６階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817060,674,0 丸の内医院 〒460-0002 052-955-6335医療法人香月　理事長森　香夏 平29. 3.28眼   内   他  診療所
     　中674 名古屋市中区丸の内３－１９－２常　勤:    1　森　香夏 移動 精   現存
     ３５ｔｈ．ＦＰＳビル６階 (医       1) 平29. 3.28他は美容皮膚科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818060,680,7 上前津メディカルクリ〒460-0013 052-323-1700医療法人上前津メディ竹内　徳之 平25. 1. 1内   他   アレ診療所
     　中680 ニック 名古屋市中区上前津１－６－１０常　勤:    1カルクリニック　理事 組織変更 小   現存
     (医       1)長　竹内　徳之 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819060,681,5 よこさわ眼科 〒460-0008 052-251-5423横沢　貴子 横沢　貴子 平25. 2. 1眼   診療所
     　中681 名古屋市中区栄３－１７－１５エ常　勤:    1 新規 現存
     フエックスビル３階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820060,683,1 栄漢方内科クリニック〒460-0008 052-269-1021大熊　康裕 大熊　康裕 平25. 4. 1他   内   診療所
     　中683 名古屋市中区栄３－４－１５鏡栄常　勤:    1 新規 現存
     ビル７階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821060,685,6 ごとうせつこレディス〒460-0004 052-968-1519後藤　節子 後藤　節子 平25. 4. 1産婦 診療所
     　中685 クリニック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 交代 現存
     古屋ビル７階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822060,686,4 あおやま第２クリニッ〒460-0008 052-684-6610医療法人青雄会　理事神門　宏和 平25.10. 1他   内   小  診療所
     　中686 ク 名古屋市中区栄３－７－１３コス常　勤:    2長　青山　重雄 新規 皮   心内 現存
     モ栄ビル６階 (医       2) 平25.10. 1漢方内科
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823060,687,2 Ｄｒ．ＭＡＲＩ　ＣＬ〒460-0008 052-261-1211医療法人総合麻里メデ七浦　祐子 平25.10. 1内   他   皮  診療所
     　中687 ＩＮＩＣ　栄院 名古屋市中区栄３－７－９新鏡栄常　勤:    1ィカル　理事長　鈴木 新規 婦   形外 美外現存
     ビル３階 (医       1)　麻里 平25.10. 1アレ 
     非常勤:    6 美容皮膚科、乳
     (医       6) 腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  824060,688,0 パークサイド栄クリニ〒460-0008 052-262-2030竹内　幹人 竹内　幹人 平25.11. 1産婦 他   診療所
     　中688 ック 名古屋市中区栄３－３１－７大河常　勤:    1 新規 女性内科 現存
     内ビル５階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825060,689,8 すずき呼吸器クリニッ〒460-0004 052-265-7250鈴木　清 鈴木　清 平26. 1. 1内   呼内 診療所
     　中689 ク 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル７階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826060,690,6 ナグモクリニック名古〒460-0002 052-229-0575山口　悟 山口　悟 平26. 2. 1他   形外 精  診療所
     　中690 屋 名古屋市中区丸の内１－１６－４常　勤:    1 交代 心内 婦   現存
     ＢＰＲプレイス名古屋丸の内１階(医       1) 平26. 2. 1乳腺外科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827060,692,2 伏見皮フクリニック 〒460-0003 052-222-2431伊東　祥雄 伊東　祥雄 平26. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     　中692 名古屋市中区錦２－９－２５ｏｎ常　勤:    1 新規 現存
     ｄｅビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828060,693,0 おかだウィメンズクリ〒460-0024 052-683-0018岡田　英幹 岡田　英幹 平26. 4. 1産   婦   診療所
     　中693 ニック 名古屋市中区正木４－８－７れん常　勤:    1 新規 現存
     が橋ビル３階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829060,694,8 サカエチカ眼科 〒460-0008 052-950-3337医療法人栄新会　理事平野井　啓一 平26. 4. 1眼   診療所
     　中694 名古屋市中区栄３－５－１２先　常　勤:    1長　杉野　栄太 交代 現存
     地下鉄栄地下街南四番街　７・８(医       1) 平26. 4. 1
     号店舗
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830060,695,5 金山総合ビル眼科 〒460-0022 052-331-0451鈴木　雅丈 鈴木　雅丈 平26. 4. 1眼   診療所
     　中695 名古屋市中区金山１－１２－１４常　勤:    1 交代 現存
     金山総合ビル３階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831060,696,3 マリンクリニック 〒460-0002 052-954-8001医療法人財団医親会　小長谷　敏浩 平26. 4. 1内   他   呼内診療所
     　中696 名古屋市中区丸の内３－２０－１常　勤:    3理事長　江頭　重志 交代 消内、循内、内現存
     ７ＫＤＸ桜通ビル４階 (医       3) 平26. 4. 1分泌内、乳腺外
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832060,697,1 加藤医院 〒460-0004 052-951-3114加藤　眞知子 加藤　眞知子 平26. 5.11内   皮   ひ  診療所
     　中697 名古屋市中区新栄町３－１３加藤常　勤:    1 交代 現存
     ビル２階 (医       1) 平26. 5.11
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  833060,699,7 ＳＬ外科・乳腺クリニ〒460-0004 052-971-6269伊藤　由加志 伊藤　由加志 平28. 7. 1外   他   放  診療所
     　中699 ック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    2 移動 乳外、こう外 現存
     古屋ビル４階 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834060,701,1 よこやまＩＢＤクリニ〒460-0022 052-228-7075横山　正 横山　正 平27. 5. 1他   診療所
     　中701 ック 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 移動 消化器内科、消現存
     谷川ビル６階 (医       1) 平27. 5. 1化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835060,702,9 神戸神奈川アイクリニ〒460-0003 052-265-7710医療法人弘鳳会　理事カムラン　典子 平27. 1. 1眼   内   アレ診療所
     　中702 ック　名古屋院 名古屋市中区錦３－１６－２７栄常　勤:    1長　小栗　章弘 新規 現存
     パークサイドプレイス４階 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836060,703,7 ケアプラスクリニック〒460-0007 052-253-5150医療法人小笠原会　理小笠原　正典 平27. 2. 1内   診療所
     　中703 名古屋市中区新栄１－２１－１６常　勤:    3事長　小笠原　正昭 新規 現存
     －１ (医       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837060,704,5 医療法人社団明照会千〒460-0007 052-228-6933医療法人社団明照会　山本　真理 平27. 4. 1内   精   リハ診療所
     　中704 種さわやかクリニック名古屋市中区新栄３－２０－２８常　勤:    1理事長　小倉　行雄 新規 現存
     アクシオス千種３Ａ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838060,705,2 はるかクリニック 〒460-0007 052-263-8731久野　菊美 久野　菊美 平27. 5. 1皮   内   他  診療所
     　中705 名古屋市中区新栄２－２－１イノ常　勤:    1 組織変更 脳外 小   現存
     フィス３階 (医       1) 平27. 5. 1消内、美皮
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839060,706,0 かゆかわクリニック 〒460-0008 052-212-0025粥川　裕平 粥川　裕平 平27. 5. 1精   診療所
     　中706 名古屋市中区栄１－１０－２サカ常　勤:    1 交代 現存
     エスカイビル３階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840060,707,8 医療法人高須クリニッ〒460-0003 052-971-6650医療法人高須クリニッ高須　英津子 平27. 5.15皮   形外 他  診療所
     　中707 ク栄院 名古屋市中区錦３－１７－１０錦常　勤:    1ク　理事長　高須　幹 交代 美外 現存
     三ビル７階 (医       1)弥 平27. 5.15美容皮膚科
     非常勤:    6
     (医       6)
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  841060,708,6 オアシス錦クリニック〒460-0003 052-962-7781医療法人Ｓ＆Ｋ　理事棚橋　一哉 平27. 6. 1整外 外   内  診療所
     　中708 名古屋市中区錦３－１６－２７栄常　勤:    2長　棚橋　一哉 移動 リハ 麻   現存
     パークサイドプレイス４階 (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842060,709,4 おおいわ消化器クリニ〒460-0004 052-959-5560大岩　哲哉 大岩　哲哉 平27. 8. 1他   内   診療所
     　中709 ック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 消化器内科、内現存
     古屋ビル８階 (医       1) 平27. 8. 1視鏡内科、肝臓
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843060,711,0 丹羽耳鼻咽喉科 〒460-0003 052-971-3732丹羽　章 丹羽　章 平27.10. 1耳い 診療所
     　中711 名古屋市中区錦３－１０－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844060,712,8 えとうリウマチ整形外〒460-0004 052-953-6022衛藤　義人 衛藤　義人 平27.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　中712 科 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 交代 現存
     古屋ビル８階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845060,713,6 クリニックフラウ栄 〒460-0008 052-238-0039宮島　慎介 宮島　慎介 平28. 1. 1他   産婦 診療所
     　中713 名古屋市中区栄３－１７－１５エ常　勤:    1 新規 他は、乳腺外科現存
     フエックスビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846060,714,4 クリニック　徳 〒460-0008 052-221-8881髙橋　徳 髙橋　徳 平28. 1. 1内   外   他  診療所
     　中714 名古屋市中区栄２－１０－１９名常　勤:    1 新規 皮   現存
     古屋商工会議所ビル１１階 (医       1) 平28. 1. 1疼痛緩和内、漢
     非常勤:    2 内
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847060,715,1 メディカルイメージン〒460-0008 052-242-3838宮川　英男 宮川　英男 平28. 3. 1他   診療所
     　中715 グ栄みやがわ乳腺クリ名古屋市中区栄５－２－３６パー常　勤:    4 新規 他は、乳腺外科現存
     ニック クプレイス１階 (医       4) 平28. 3. 1・放射線診断科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848060,716,9 やまうち消化器内科ク〒460-0004 052-957-2488山内　学 山内　学 平28. 2.25内   他   診療所
     　中716 リニック 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 交代 他は消化器内科現存
     古屋ビル６階 (医       1) 平28. 2.25、肝臓内科、内
     非常勤:    2 視鏡内科、肛門
     (医       2) 内科
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  849060,718,5 フェリシティークリニ〒460-0002 052-231-5025河合　隆志 河合　隆志 平28. 5. 1整外 診療所
     　中718 ック名古屋 名古屋市中区丸の内２－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ９安藤ビル３・４階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850060,719,3 医療法人誠仁会　久屋〒460-0003 052-265-8605医療法人誠仁会　理事有川　喜代志 平28. 4. 1内   小   他  診療所
     　中719 クリニック 名古屋市中区錦３－６－８ＧＩ３常　勤:    1長　有川　喜代志 交代 皮   ひ   現存
     ６８ビル７階 (医       1) 平28. 4. 1新生児内、循内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851060,720,1 トラストクリニック 〒460-0008 052-307-6222社団医療法人トラスト田所　匡典 平28. 6. 1放   内   婦  診療所
     　中720 名古屋市中区栄１－３０－２２ 常　勤:    7クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       7)石口　恒男 平28. 6. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852060,721,9 医療法人聖真会　横山〒460-0012 052-332-1811医療法人聖真会　理事原田　明生 平28. 6. 1一般        56病院
     　中721 記念病院 名古屋市中区千代田３－１１－２非常勤:   24長　三宅　聰行 交代 他   麻   内  現存
     ０ (医      24) 平28. 6. 1外   
     胃内、胃外、こ
     う外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853060,722,7 ＫＫＣウエルネス名古〒460-0008 052-331-2325一般財団法人近畿健康眞野　博 平28. 8. 1内   診療所
     　中722 屋健診クリニック 名古屋市中区栄２－１０－１９名常　勤:    1管理センター　理事長 新規 現存
     古屋商工会議所ビル１１階 (医       1)　木村　隆 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854060,723,5 はまだ代謝内科 〒460-0004 052-957-3701濱田　洋司 濱田　洋司 平28. 8. 1内   診療所
     　中723 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    1 新規 現存
     古屋ビル４階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855060,724,3 西大須　伊藤内科・血〒460-0011 052-201-1616伊藤　達也 伊藤　達也 平29. 1. 1内   他   診療所
     　中724 液内科 名古屋市中区大須１－２１－４１常　勤:    1 新規 血内、女内、腫現存
     (医       1) 平29. 1. 1内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856060,725,0 名古屋東栄クリニック〒460-0008 052-201-1111医療法人　輝山会　理本多　英邦 平28.12. 1一般        19診療所
     　中725 名古屋市中区栄２－１１－２５ 常　勤:    2事長　土屋　隆 交代 内   他   放  現存
     (医       1) 平28.12. 1婦   外   整外
     (薬       1) 眼   
     非常勤:   54 他は消化器内科
     (医      54) 、循環器内科、
     呼吸器内科
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  857060,726,8 矢場町眼科 〒460-0008 052-212-7176安藤　以久子 安藤　以久子 平29. 4. 1眼   診療所
     　中726 名古屋市中区栄３－２９－１名古常　勤:    1 新規 現存
     屋パルコ　西館８階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858060,727,6 愛知三の丸クリニック〒460-0001 052-961-7011地方職員共済組合愛知松波　龍幸 平29. 4. 1内   外   眼  診療所
     (061,727,1) 名古屋市中区三の丸３－２－１ 常　勤:    4県支部　支部長　大村 その他 皮   歯   歯外現存
     　中727 (医       3)　秀章 平29. 4. 1他   
     (歯       1) 小心内、児精
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859060,728,4 かとうせんとよレディ〒460-0022 052-339-0033医療法人薦乙会　理事加藤　千豊 平29. 4. 1婦   産   診療所
     　中728 スクリニック 名古屋市中区金山１－１３－１８常　勤:    1長　加藤　千豊 組織変更 現存
     ベルデ・マーレ・ビル５階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860060,729,2 婦人科可世木クリニッ〒460-0022 052-324-7701中村　あずみ 中村　あずみ 平29. 9. 1婦   診療所
     　中729 ク 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 新規 現存
     谷川ビル８階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861060,730,0 内科・皮膚科　テラッ〒460-0008 052-222-0900近藤　規之 近藤　規之 平29. 9. 1内   他   小  診療所
     　中730 セ納屋橋ファミリーク名古屋市中区栄１－２－３プラウ常　勤:    1 新規 皮   現存
     リニック ドタワー名古屋栄２０１ (医       1) 平29. 9. 1他は消化器内科
     非常勤:    2 、美容皮膚科、
     (医       2) 小児皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862060,731,8 丸の内クリニック 〒460-0002 052-228-7900森　進 森　進 平29. 9. 1心内 精   診療所
     　中731 名古屋市中区丸の内１－５－１５常　勤:    1 新規 現存
     ＧＲＡＮＤＥ　ＮＥＲＯ　１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863060,732,6 栄セントラル耳鼻科 〒460-0008 052-241-3387医療法人杏　理事長　服部　忠夫 平29. 8. 1耳い 小   他  診療所
     　中732 名古屋市中区栄３－２７－５栄セ常　勤:    1服部　忠夫 組織変更 他は小児耳鼻咽現存
     ントビル２階 (医       1) 平29. 8. 1喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864060,733,4 丸の内ニコニコクリニ〒460-0002 052-955-8194宮嶋　尊則 宮嶋　尊則 平29.10. 1内   精   診療所
     　中733 ック 名古屋市中区丸の内３－１５－３非常勤:    1 新規 現存
     ＴＣＦ丸ノ内ビル６０１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865060,734,2 ＭＯＴＥＴＴＯ　鶴舞〒460-0012 052-212-9380荻久保　修 荻久保　修 平30. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　中734 クリニック 名古屋市中区千代田２－８－７ 常　勤:    1 新規 形外 内   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  866060,735,9 医療法人社団広域白報〒460-0012 052-212-9388医療法人社団広域白報大西　山大 平30. 4. 1内   診療所
     　中735 会なごや在宅診療所 名古屋市中区千代田５－１１－１常　勤:    1会　理事長　白　昌善 新規 現存
     １ＳＴ　ＰＬＡＺＡ　ＴＳＵＲＵ(医       1) 平30. 4. 1
     ＭＡＩ東館２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867060,736,7 スカイル皮膚科カトウ〒460-0008 052-241-2512加藤　吉弘 加藤　吉弘 平30. 4. 1皮   診療所
     　中736 名古屋市中区栄３－４－５栄開発常　勤:    1 交代 現存
     ビル１１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868060,737,5 久屋クリニック　本院〒460-0003 052-962-2323医療法人誠仁会　理事武藤　大輔 平30. 5. 1内   小   皮  診療所
     　中737 名古屋市中区錦３－５－３１ジブ常　勤:    1長　笹木　秀幹 新規 ひ   他   現存
     ラルタ生命名古屋錦ビル１階 (医       1) 平30. 5. 1他：循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869060,738,3 ひだまりこころクリニ〒460-0022 052-321-0300大立　知子 大立　知子 平30. 6. 1精   心内 診療所
     　中738 ック　金山院 名古屋市中区金山１－１３－１１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870060,739,1 あいち栄クリニック 〒460-0008 052-684-4353横山　侑祐 横山　侑祐 平30. 6. 1美外 皮   他  診療所
     　中739 名古屋市中区栄３－３１－１８ア常　勤:    1 新規 他：美容皮膚科現存
     ルティメイトウエダ７階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871060,740,9 ニドークリニック名古〒460-0003 052-963-0210医療法人悠真会　理事鵜飼　潤 平30. 5. 1形外 皮   美外診療所
     　中740 屋 名古屋市中区錦３－２２－２６ナ常　勤:    1長　田中　達典 交代 現存
     ゴヤスルガビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872070,006,3 田辺耳鼻咽喉科医院 〒466-0054 052-881-1901田辺　久 田辺　久 昭49. 1. 1耳   小   診療所
     　昭和6 名古屋市昭和区円上町２４－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873070,008,9 ＡＴグループ診療所 〒466-0054 052-871-1471ＡＴグループ健康保険村上　隆一郎 昭41.11.17内   他   診療所
     　昭和8 名古屋市昭和区円上町２６－８ 常　勤:    1組合　理事長　　山本 現存
     (医       1)　大志 平29.11.17
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  874070,009,7 医療法人交正会精治寮〒466-0064 052-741-1231医療法人交正会　理事川合　一嘉 昭35. 9.24精神       179病院
     　昭和9 病院 名古屋市昭和区鶴舞４－１６－２常　勤:    7長　岩田　宗久 精   神   現存
     ７ (医       7) 平29. 9.24
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875070,028,7 社会福祉法人聖霊会聖〒466-0827 052-832-1181社会福祉法人聖霊会　森下　剛久 昭47. 7.19一般       198病院
     (071,028,2) 霊病院 名古屋市昭和区川名山町５６ 常　勤:   41理事長　森山　勝文 内   他   神内現存
     　昭和28 (医      30) 平29. 7.19外   小外 整外
     (歯       2) 脳外 精   小  
     (薬       9) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   68 眼   耳い リハ
     (医      66) 放   歯外 麻  
     (歯       1) 循内、消内、血
     (薬       1) 内、消外、緩和
     ケア内、緩和ケ
     ア外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 052-832-1121日本赤十字社愛知県支佐藤　公治 昭35. 9.24一般       810地域支援
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 常　勤:  287部　支部長　神田　真 一般（感染） 病院
     　昭和33 (医     274)秋 平29. 9.24             2現存
     (歯       4) 内   精   神内
     (薬       9) 呼内 他   小  
     非常勤:   70 外   整外 形外
     (医      69) 脳外 呼外 心外
     (歯       1) 小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   病理
     リハ 歯   歯外
     消内、循内、救
     急科、薬物療法
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877070,108,7 医療法人生寿会かわな〒466-0807 052-761-3225医療法人生寿会　理事亀井　克典 昭45. 6. 1一般        53病院
     　昭和108 病院 名古屋市昭和区山花町５０ 常　勤:   13長　亀井　克典 内   他   リハ療養病床
     (医      11) 平30. 6. 1リウ 整外 神内現存
     (薬       2) 精   心内 眼  
     非常勤:   30 ひ   放   皮  
     (医      28) 腎内、透析内、
     (薬       2) 糖内、分泌内、
     循内、消内、血
     管外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  878070,167,3 名古屋医師協同組合名〒466-0053 052-871-2726名古屋医師協同組合　種廣　健治 平19.10. 1内   外   診療所
     　昭和167 古屋臨床検査センター名古屋市昭和区滝子町２７－２２常　勤:    1理事長　中野　佐上 移動 現存
     附属診療所 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879070,174,9 名古屋市中央療育セン〒466-0858 052-757-6128名古屋市長　河村　た谷合　弘子 平22. 5. 6小   精   整外診療所
     (071,174,4) ター 名古屋市昭和区折戸町４－１６（常　勤:    5かし 移動 耳い 眼   歯  現存
     　昭和174 名古屋市児童福祉センター内） (医       5) 平28. 5. 6
     非常勤:   29
     (医      12)
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880070,185,5 医療法人社団三和会鶴〒466-0064 052-733-1393医療法人社団三和会　山田　勝康 昭49. 9. 1内   呼内 他  診療所
     　昭和185 舞クリニック 名古屋市昭和区鶴舞３－２３－１常　勤:    1理事長　山田　勝康 循内、消内 現存
     ８ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881070,187,1 小栗皮ふ科 〒466-0856 052-751-2252小栗　貴美子 小栗　貴美子 昭59. 5. 1皮   診療所
     　昭和187 名古屋市昭和区川名町２－５９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882070,190,5 能登肛門科 〒466-0031 052-853-5058能登　正嗣 能登　正嗣 昭52. 5. 1一般         3診療所
     　昭和190 名古屋市昭和区紅梅町２－２４ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883070,191,3 名古屋市医師会昭和区〒466-0856 052-763-3115一般社団法人名古屋市宇野　岳人 昭52. 7. 1内   小   診療所
     　昭和191 休日急病診療所 名古屋市昭和区川名町２－４－４常　勤:    1医師会　会長　杉田　 現存
     (医       1)洋一 平28. 7. 1
     非常勤:   54
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884070,193,9 愛知県健康づくり振興〒466-0047 052-882-2961公益財団法人愛知県健西脇　敬祐 昭52. 9. 1内   呼   婦  診療所
     　昭和193 事業団総合健診センタ名古屋市昭和区永金町１－１ 常　勤:    1康づくり振興事業団　 現存
     ー (医       1)理事長　河隅　彰二 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885070,196,2 成田クリニック 〒466-0002 052-731-6003成田　晴紀 成田　晴紀 昭53. 8. 6皮   ひ   診療所
     　昭和196 名古屋市昭和区吹上町２－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  886070,202,8 医療法人順正会てしが〒466-0027 052-741-0101医療法人順正会　理事勅使河原　敬明 昭58. 4. 1療養        71病院
     　昭和202 わら病院 名古屋市昭和区阿由知通１－７ 常　勤:    2長　勅使河原　敬明 内   リハ 整外現存
     (医       2) 平28. 4. 1呼内 神内 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887070,211,9 いとう内科 〒466-0015 052-731-3690伊藤　隆 伊藤　隆 昭63.12.15内   呼   小  診療所
     　昭和211 名古屋市昭和区御器所通り１－１常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888070,213,5 和田耳鼻咽喉科クリニ〒466-0833 052-835-3387和田　正樹 和田　正樹 平元. 2. 1耳   小   診療所
     　昭和213 ック 名古屋市昭和区隼人町６－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889070,214,3 堀部耳鼻咽喉科 〒466-0041 052-852-8733堀部　幸元 堀部　幸元 平21. 5. 1耳い 小   診療所
     　昭和214 名古屋市昭和区出口町２－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890070,215,0 むらくもハートクリニ〒466-0052 052-871-3947三輪田　悟 三輪田　悟 平元. 9. 1内   循   診療所
     　昭和215 ック 名古屋市昭和区村雲町１５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891070,216,8 医療法人伊藤内科 〒466-0058 052-881-4040医療法人伊藤内科　理伊藤　祐二 平元.11. 1内   小   診療所
     　昭和216 名古屋市昭和区白金２－１３－４常　勤:    1事長　伊藤　祐二 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892070,218,4 ごきそ皮フ科クリニッ〒466-0015 052-852-8725蒲澤　ゆき 蒲澤　ゆき 平15. 2. 6皮   他   診療所
     　昭和218 ク 名古屋市昭和区御器所通３－２０常　勤:    1 移動 美容皮膚科 現存
     ＳＴＰＬＡＺＡ　ＥＡＳＴ　２階(医       1) 平27. 2. 6
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893070,221,8 みちはたこどもクリニ〒466-0031 052-841-3355医療法人道慈会　理事道端　正孝 平 3. 1. 1小   アレ 診療所
     　昭和221 ック 名古屋市昭和区紅梅町３－２－１常　勤:    1長　道端　正孝 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894070,224,2 石川橋クリニック 〒466-0843 052-853-5556村松　博文 村松　博文 平 3.11. 1内   消   循  診療所
     　昭和224 名古屋市昭和区菊園町４の３２ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895070,229,1 福智クリニック 〒466-0014 052-732-8300医療法人福智会　理事北村　岳彦 平10. 5.26精   心内 診療所
     　昭和229 名古屋市昭和区東畑町２－３０－常　勤:    2長　福智　寿彦 移動 現存
     ３ (医       2) 平28. 5.26
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  896070,230,9 八事クリニック 〒466-0815 052-836-5655半田　容子 半田　容子 平 6. 3. 1精   神   内  診療所
     　昭和230 名古屋市昭和区山手通５－１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897070,235,8 ごきそ長谷川胃腸科内〒466-0031 052-853-2322長谷川　辰雄 長谷川　辰雄 平 7. 5. 1胃   内   診療所
     　昭和235 科 名古屋市昭和区紅梅町２－２１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898070,237,4 元宮クリニック 〒466-0851 052-761-3901田中　恵美子 田中　恵美子 平 8. 2. 1皮   形外 外  診療所
     　昭和237 名古屋市昭和区元宮町５－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899070,240,8 みずの眼科 〒466-0854 052-837-7373水野　計彦 水野　計彦 平 8. 7. 1眼   診療所
     　昭和240 名古屋市昭和区広路通７－１４－常　勤:    2 新規 現存
     １ベルメゾン川名１階 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900070,241,6 宇野内科 〒466-0843 052-841-0632宇野　岳人 宇野　岳人 平 8. 9. 1内   小   診療所
     　昭和241 名古屋市昭和区菊園町２－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901070,242,4 おがわ内科 〒466-0801 052-759-1234小川　勝己 小川　勝己 平 8.11. 1内   循   小  診療所
     　昭和242 名古屋市昭和区田面町２－２８－常　勤:    1 新規 リウ 消   皮  現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902070,245,7 産婦人科柴田クリニッ〒466-0027 052-851-2121柴田　均 柴田　均 平 9.12. 1一般        10診療所
     　昭和245 ク 名古屋市昭和区阿由知通５－７ 常　勤:    1 交代 小   産婦 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903070,246,5 純恵医院 〒466-0021 052-731-9435田中　辰弥 田中　辰弥 平10. 1. 1一般    診療所
     　昭和46 名古屋市昭和区小坂町２－１７ 常　勤:    1 交代 内   外   消  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904070,247,3 ワシノ内科 〒466-0034 052-852-0100斉城　洋子 斉城　洋子 平 9.12.29内   呼   診療所
     　昭和247 名古屋市昭和区明月町２－３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  905070,248,1 医療法人林内科クリニ〒466-0854 052-751-6622医療法人林内科クリニ林　澤 平10. 1. 1内   消   小  診療所
     　昭和248 ック 名古屋市昭和区広路通１－１７－常　勤:    1ック　理事長　林　澤 組織変更 皮   形外 他  現存
     １　ショウエイビル１階 (医       1) 平28. 1. 1美皮
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906070,249,9 医療法人ごきそレディ〒466-0027 052-732-9733医療法人ごきそレディ小川　麻子 平10. 1. 1一般         9診療所
     　昭和249 スクリニック 名古屋市昭和区阿由知通３ー１０常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   小  療養病床
     (医       1)　小川　麻子 平28. 1. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907070,250,7 梅村医院 〒466-0848 052-841-9588近藤　昌代 近藤　昌代 平10. 2.18内   小   循  診療所
     　昭和250 名古屋市昭和区長戸町１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908070,251,5 桜クリニック 〒466-0842 052-835-8787医療法人共和会　理事笠原　嘉 平14. 4. 1心内 精   診療所
     　昭和251 名古屋市昭和区檀溪通５－６リバ常　勤:    1長　山本　直彦 移動 現存
     ーサイドテラス石川橋Ｂ－１１ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909070,253,1 きまた整形外科クリニ〒466-0826 052-837-5670木俣　一郎 木俣　一郎 平10. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　昭和253 ック 名古屋市昭和区滝川町４７－１ウ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ッディプラザ八事１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910070,256,4 服部医院 〒466-0051 052-882-1010服部　正美 服部　正美 平10.11. 1内   胃   小  診療所
     　昭和256 名古屋市昭和区御器所２－１１－常　勤:    1 新規 皮   現存
     ３ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911070,257,2 加藤内科クリニック 〒466-0806 052-759-3558加藤　セツ子 加藤　セツ子 平10.12. 1内   小   リウ診療所
     　昭和257 名古屋市昭和区西畑町４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912070,259,8 医療法人よこいクリニ〒466-0052 052-881-1195医療法人よこいクリニ横井　和麻呂 平11. 4. 1内   小   脳外診療所
     　昭和259 ック 名古屋市昭和区村雲町９－７ 常　勤:    1ック　理事長　横井　 組織変更 外   現存
     (医       1)和麻呂 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  913070,262,2 メドック健康クリニッ〒466-0857 052-752-1125医療法人メドック健康吉田　亮人 平11.10. 1一般         8診療所
     　昭和262 ク 名古屋市昭和区安田通４－３ 常　勤:    5クリニック　理事長　 組織変更 内   消   呼  現存
     (医       5)吉田　亮人 平29.10. 1循   整外 リハ
     非常勤:   14 神内 リウ 婦  
     (医      14) ひ   耳い 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914070,263,0 やまて内科 〒466-0824 052-835-0847岩崎　憲一 岩崎　憲一 平12. 3.31内   診療所
     　昭和263 名古屋市昭和区山里町６６－７シ常　勤:    1 新規 現存
     ーマンビル山手２Ａ (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915070,264,8 長坂眼科クリニック 〒466-0033 052-859-1838医療法人智生会　理事長坂　智子 平12. 4. 1一般         2診療所
     　昭和264 名古屋市昭和区台町２－２２－１常　勤:    1長　長坂　智子 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916070,266,3 甲斐クリニック 〒466-0814 052-836-9136甲斐　司光 甲斐　司光 平12.11. 1ひ   内   外  診療所
     　昭和266 名古屋市昭和区妙見町３２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917070,267,1 医療法人北山クリニッ〒466-0006 052-733-1560医療法人北山クリニッ市村　格 平13. 1. 1整外 内   神内診療所
     　昭和267 ク 名古屋市昭和区北山町２－３４－常　勤:    2ク　理事長　市村　格 組織変更 外   アレ リハ現存
     ４ (医       2) 平25. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918070,268,9 ゆきみ耳鼻咽喉科 〒466-0005 052-731-3301小川　恭子 小川　恭子 平13. 3. 1耳い 診療所
     　昭和268 名古屋市昭和区雪見町２－１－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919070,272,1 谷口内科クリニック 〒466-0848 052-859-5151谷口　彰彦 谷口　彰彦 平13.12. 1内   循   リハ診療所
     　昭和272 名古屋市昭和区長戸町５－４４桜常　勤:    1 新規 現存
     山医療ビル２階 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920070,275,4 いりなか眼科クリニッ〒466-0833 052-835-1331渡邊　康介 渡邊　康介 平24. 1.19眼   皮   診療所
     　昭和275 ク 名古屋市昭和区隼人町７－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1.19
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921070,276,2 伊東皮膚科医院 〒466-0814 052-831-9998伊東　郁子 伊東　郁子 平21. 7.27他   皮   診療所
     　昭和276 名古屋市昭和区妙見町９９－１２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  922070,277,0 加藤医院 〒466-0858 052-751-8603加藤　実 加藤　実 平13.12.10内   消   診療所
     　昭和277 名古屋市昭和区折戸町２－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923070,280,4 阿由知通山路整形外科〒466-0027 052-735-6263医療法人阿由知通山路山路　倫生 平14.10. 1一般         6診療所
     　昭和280 名古屋市昭和区阿由知通２－６－常　勤:    2整形外科　理事長　山 組織変更 整外 麻   リハ現存
     ２ (医       2)路　倫生 平26.10. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924070,281,2 あさもとクリニック皮〒466-0843 052-858-2552朝元　有美 朝元　有美 平14.12. 1皮   診療所
     　昭和281 膚科 名古屋市昭和区菊園町４－３０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925070,282,0 あさもとクリニック産〒466-0843 052-851-4111朝元　健次 朝元　健次 平14.12. 1一般         9診療所
     　昭和282 婦人科 名古屋市昭和区菊園町４－３０－常　勤:    1 交代 産婦 小   麻  現存
     １ (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926070,284,6 桜山クリニック 〒466-0044 053-853-5370小幡　浩司 小幡　浩司 平15. 3. 1内   ひ   皮  診療所
     　昭和284 名古屋市昭和区桜山町４－７１　常　勤:    1 移動 アレ 現存
     １階 (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927070,286,1 本堂耳鼻咽喉科 〒466-0815 052-861-3341本堂　潤 本堂　潤 平15.10. 1耳い アレ 診療所
     　昭和286 名古屋市昭和区山手通３－９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928070,287,9 前田整形外科クリニッ〒466-0815 052-861-2251前田　登 前田　登 平15.11. 1整外 リハ 外  診療所
     　昭和287 ク 名古屋市昭和区山手通３－９－１常　勤:    1 新規 リウ 現存
     日興山手通ビル２階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929070,292,9 医療法人安正会　安井〒466-0053 052-881-3004医療法人安正会　理事安井　元司 平16. 1. 1一般        38病院
     　昭和292 病院 名古屋市昭和区滝子町２７－１９常　勤:    3長　安井　元司 組織変更 外   消   内  現存
     (医       2) 平28. 1. 1リハ 整外 麻  
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930070,295,2 白水クリニック 〒466-0824 052-861-0099医療法人白水会　理事白水　重尚 平16. 8. 1神内 内   リハ診療所
     　昭和295 名古屋市昭和区山里町１５９－１常　勤:    1長　白水　重尚 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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  931070,297,8 たけざわ循環器内科ク〒466-0815 052-837-7500竹澤　博人 竹澤　博人 平29. 7. 1他   内   小  診療所
     　昭和297 リニック 名古屋市昭和区山手通３－８－１常　勤:    1 移動 他は循環器内科現存
     日本調剤山手通ビル３階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932070,299,4 医療法人　滝川いきい〒466-0826 052-839-1112医療法人滝川いきいき池内　克彦 平17. 4. 1整外 内   外  診療所
     　昭和299 きクリニック 名古屋市昭和区滝川町１０－１ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 循   こう リハ現存
     (医       2)池内　克彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933070,300,0 こどもの城クリニック〒466-0848 052-859-0345医療法人こどもの城ク小野　佐代子 平17. 4. 1小   アレ 診療所
     　昭和300 名古屋市昭和区長戸町５－４４桜常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     山医療ビル１階 (医       1)野　佐代子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934070,301,8 医療法人戸田内科耳鼻〒466-0851 052-751-4932医療法人戸田内科耳鼻戸田　美江 平17. 4. 1内   消   耳い診療所
     　昭和301 咽喉科医院 名古屋市昭和区元宮町６－１１－常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 組織変更 小   現存
     １ (医       2)戸田　美江 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935070,303,4 ほりえクリニック 〒466-0844 052-859-3040医療法人ほりえクリニ堀江　健司 平18. 7. 1循   内   小  診療所
     　昭和303 名古屋市昭和区荒田町５－１－２常　勤:    1ック　理事長　堀江　 組織変更 現存
     (医       1)健司 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936070,304,2 いわた整形・外科・内〒466-0845 052-841-0303岩田　佳久 岩田　佳久 平18. 7.10整外 リハ リウ診療所
     　昭和304 科クリニック 名古屋市昭和区藤成通６－１２ 常　勤:    1 交代 外   内   胃  現存
     (医       1) 平24. 7.10皮   こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937070,306,7 杉浦内科クリニック 〒466-0833 052-861-3511杉浦　芳樹 杉浦　芳樹 平18.12. 1一般         4診療所
     　昭和306 名古屋市昭和区隼人町８－３ 常　勤:    1 新規 内   呼   循  現存
     (医       1) 平24.12. 1小   アレ リウ
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938070,307,5 三つ葉在宅クリニック〒466-0015 052-858-3281医療法人三つ葉　理事中村　俊介 平23.10. 1内   整外 ひ  診療所
     　昭和307 名古屋市昭和区御器所通３－１２常　勤:    7長　舩木　良真 移動 皮   現存
     (医       7) 平29.10. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939070,308,3 矢守こどもクリニック〒466-0826 052-834-0118医療法人矢守こどもク矢守　信昭 平19. 4. 1小   内   アレ診療所
     　昭和308 名古屋市昭和区滝川町４７－６６常　勤:    1リニック　理事長　矢 組織変更 現存
     (医       1)守　信昭 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  940070,310,9 小早川医院 〒466-0821 052-752-0800小早川　裕之 小早川　裕之 平19. 6. 1内   他   心内診療所
     　昭和310 名古屋市昭和区前山町１－１９つ常　勤:    1 新規 精   アレ 現存
     ばめ前山町ビルＡ棟１階 (医       1) 平25. 6. 1糖内、腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941070,311,7 中野ファミリークリニ〒466-0053 052-884-1888中野　もとみ 中野　もとみ 平19.10. 1麻   内   小  診療所
     　昭和311 ック 名古屋市昭和区滝子町２２－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942070,312,5 室谷醫院 〒466-0815 052-834-0503医療法人愛語会　室谷室谷　民雄 平20. 4. 1精   心内 診療所
     　昭和312 名古屋市昭和区山手通３－９－１常　勤:    1醫院　理事長　室谷　 組織変更 現存
     日興山手通ビル４階 (医       1)民雄 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943070,313,3 たかぎ眼科クリニック〒466-0052 052-872-2772髙木　緑 髙木　緑 平20. 5. 1眼   診療所
     　昭和313 名古屋市昭和区村雲町６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944070,314,1 和田クリニック 〒466-0055 052-881-7681和田　昌也 和田　昌也 平20. 7. 1内   小   リハ診療所
     　昭和314 名古屋市昭和区滝子通２－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945070,315,8 田辺眼科クリニック 〒466-0054 052-884-8677医療法人社団大樹会　田邉　直樹 平20.10. 1眼   診療所
     　昭和315 名古屋市昭和区円上町２４－１８常　勤:    1理事長　田邉　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946070,317,4 さくらクリニック　み〒466-0843 052-853-8801木口　幹雄 木口　幹雄 平21. 3. 1耳い アレ 内  診療所
     　昭和317 み・はな・のど 名古屋市昭和区菊園町１－９ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947070,318,2 内科・糖尿病内科　前〒466-0013 052-731-1602前島　勝之 前島　勝之 平21. 4. 1内   他   診療所
     　昭和318 島医院 名古屋市昭和区緑町１－１５－１常　勤:    1 新規 糖尿病・内分泌現存
     (医       1) 平27. 4. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948070,320,8 わたなべ内科クリニッ〒466-0815 052-861-3450医療法人社団健翔会　渡邊　源市 平29. 7. 1内   小   診療所
     　昭和320 ク 名古屋市昭和区山手通３－８－１常　勤:    2理事長　渡邊　源市 移動 現存
     日本調剤山手通ビル２階 (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949070,322,4 眼科こもれびクリニッ〒466-0815 052-837-1750塚本　比奈子 塚本　比奈子 平21. 9. 1眼   診療所
     　昭和322 ク 名古屋市昭和区山手通３－９－１常　勤:    1 新規 現存
     日興山手通ビル３階 (医       1) 平27. 9. 1
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  950070,323,2 鈴木内科 〒466-0831 052-832-3120鈴木　勝雄 鈴木　勝雄 平21. 9. 1内   他   診療所
     　昭和323 名古屋市昭和区花見通２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951070,324,0 塚田外科 〒466-0011 052-733-5321塚田　規夫 塚田　規夫 平22. 7. 1外   内   整外診療所
     　昭和324 名古屋市昭和区鶴羽町３－１８ 常　勤:    1 交代 皮   リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952070,325,7 メンタルクリニック月〒466-0827 052-762-1171赤堀　薫子 赤堀　薫子 平22. 8. 1精   心内 診療所
     　昭和325 下香庵 名古屋市昭和区川名山町１－４８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953070,327,3 にしわきアイクリニッ〒466-0064 052-693-7725西脇　晶子 西脇　晶子 平23. 1. 1眼   診療所
     　昭和327 ク 名古屋市昭和区鶴舞２－１８－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954070,329,9 余語こどもクリニック〒466-0026 052-851-2300齋藤　紀子 齋藤　紀子 平23. 3. 1一般         2診療所
     　昭和329 名古屋市昭和区陶生町２－１７－常　勤:    1 交代 小   現存
     １ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955070,331,5 まつき内科クリニック〒466-0014 052-753-5678松木　孝 松木　孝 平23. 5. 1内   他   小  診療所
     　昭和331 名古屋市昭和区東畑町２－３５エ常　勤:    1 新規 現存
     スペランサ１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956070,332,3 医療法人生寿会ごきそ〒466-0051 052-872-1900医療法人生寿会　理事宮﨑　高志 平24. 3. 1他   診療所
     　昭和332 腎クリニック 名古屋市昭和区御器所２－９ー７常　勤:    2長　亀井　克典 新規 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957070,333,1 ルミナスクリニック 〒466-0052 052-881-8922小島　淳 小島　淳 平24. 7. 1内   皮   形外診療所
     　昭和333 名古屋市昭和区村雲町２５－１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958070,334,9 ゆあさ内科クリニック〒466-0053 052-693-8553湯浅　博光 湯浅　博光 平24.10. 1内   他   診療所
     　昭和334 名古屋市昭和区滝子町２８－２０常　勤:    1 新規 現存
     アーバン滝子１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  959070,335,6 医療法人いつき会　い〒466-0842 052-831-2211医療法人いつき会　理佐藤　正樹 平24.12. 1内   小   皮  診療所
     　昭和335 つきクリニック石川橋名古屋市昭和区檀溪通５－２６ 常　勤:    1事長　佐藤　正樹 新規 整外 リハ 他  現存
     (医       1) 平24.12. 1呼内 
     非常勤:   24 循内、腎内、消
     (医      24) 内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960070,336,4 岩田クリニック 〒466-0044 052-859-1066岩田　聡敏 岩田　聡敏 平25. 2. 1脳外 リハ 内  診療所
     　昭和336 名古屋市昭和区桜山町４－７１夏常　勤:    1 新規 整外 現存
     目ビル２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961070,337,2 そらクリニック 〒466-0064 052-732-0133田代　亜紀 田代　亜紀 平25. 3. 1皮   アレ 他  診療所
     　昭和337 名古屋市昭和区鶴舞４－１－２２常　勤:    1 新規 現存
     キューブつるま２階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962070,338,0 杉浦医院 〒466-0815 052-832-1063医療法人八事の森　理森　亮太 平25. 8. 1内   小   精  診療所
     　昭和338 名古屋市昭和区山手通５－３３－常　勤:    1事長　森　亮太 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963070,339,8 桜山内科・循環器内科〒466-0044 052-851-0100近藤　博美 近藤　博美 平26. 4. 1内   他   診療所
     　昭和339 クリニック 名古屋市昭和区桜山町２－４１石常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     津紡績桜山ビル１・２階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964070,340,6 つむぎファミリークリ〒466-0833 052-861-2600森永　太輔 森永　太輔 平26. 4. 1内   小   精  診療所
     　昭和340 ニック 名古屋市昭和区隼人町３－４アル常　勤:    1 新規 心内 現存
     ページュ杁中１階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965070,341,4 たけうちファミリーク〒466-0858 052-752-1780武内　有城 武内　有城 平26. 4. 1内   外   他  診療所
     　昭和341 リニック 名古屋市昭和区折戸町５－４５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平26. 4. 1消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966070,342,2 小林医院 〒466-0027 052-741-6221小林　昌玄 小林　昌玄 平26. 4. 1内   外   呼内診療所
     　昭和342 名古屋市昭和区阿由知通２－２２常　勤:    1 交代 他   現存
     　メゾンソレイユ２階 (医       1) 平26. 4. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
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  967070,343,0 立松医院 〒466-0046 052-841-3844立松　康 立松　康 平26. 4. 1内   他   小  診療所
     　昭和343 名古屋市昭和区広見町５－５５ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平26. 4. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968070,344,8 若山医院 〒466-0026 052-851-1331若山　忠士 若山　忠士 平26. 5. 1内   神内 診療所
     　昭和344 名古屋市昭和区陶生町１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969070,345,5 オレンジクリニック 〒466-0842 052-861-0062阿部　祐士 阿部　祐士 平26.11. 1内   神内 診療所
     　昭和345 名古屋市昭和区檀溪通１－３６ハ常　勤:    1 新規 現存
     ピネス川名１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970070,346,3 むぎしまファミリーク〒466-0821 052-734-2217麥島　昭彦 麥島　昭彦 平26.11. 1内   小   他  診療所
     　昭和346 リニック 名古屋市昭和区前山町１－５ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971070,347,1 加野クリニック 〒466-0031 052-853-5358加野　尚生 加野　尚生 平27. 1. 1内   皮   小  診療所
     　昭和347 名古屋市昭和区紅梅町２－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972070,349,7 髙木耳鼻咽喉科医院 〒466-0026 052-859-5115医療法人髙木耳鼻咽喉髙木　一平 平27. 4. 1耳い アレ 診療所
     　昭和349 名古屋市昭和区陶生町１－６－２常　勤:    1科医院　理事長　髙木 組織変更 現存
     (医       1)　一平 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973070,350,5 御器所こころのクリニ〒466-0027 052-859-1600岡崎　純弥 岡崎　純弥 平27. 7. 1心内 精   診療所
     　昭和350 ック 名古屋市昭和区阿由知通４－５シ常　勤:    1 新規 現存
     ェブランシュ２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974070,351,3 おかやま糖尿病・甲状〒466-0044 052-842-1118岡山　直司 岡山　直司 平28. 5. 1内   他   診療所
     　昭和351 腺クリニック 名古屋市昭和区桜山町６－１０４常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     －２７ (医       1) 平28. 5. 1科、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975070,352,1 耳鼻咽喉科・小児耳鼻〒466-0055 052-872-3341濱島　有喜 濱島　有喜 平29. 2. 1他   アレ 診療所
     　昭和352 咽喉科　はまじまクリ名古屋市昭和区滝子通３－１０－常　勤:    1 新規 他は気管食道・現存
     ニック １滝子メディカルステーション２(医       1) 平29. 2. 1耳鼻咽喉科、小
     階 児耳鼻咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  976070,353,9 ごきそ内科・内視鏡ク〒466-0037 052-851-1296中江　治道 中江　治道 平29. 3. 1内   他   診療所
     　昭和353 リニック 名古屋市昭和区恵方町１－２５－常　勤:    1 新規 他は胃腸内科、現存
     ３ (医       1) 平29. 3. 1内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977070,354,7 長寿包括ケアクリニッ〒466-0826 052-838-5081医療法人陽明会　理事星　真哉 平29. 4. 1内   診療所
     　昭和354 ク 名古屋市昭和区滝川町３１－４８常　勤:    1長　岩尾　康子 交代 現存
     －２ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978070,355,4 西脇医院 〒466-0064 052-882-5681西脇　忠 西脇　忠 平29. 4. 1内   外   眼  診療所
     　昭和355 名古屋市昭和区鶴舞２－１８－１常　勤:    2 交代 現存
     ３ (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979070,356,2 横山内科小児科 〒466-0851 052-763-5626横山　隆之 横山　隆之 平29. 6. 1内   小   診療所
     　昭和356 名古屋市昭和区元宮町４－４０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980070,357,0 さかいクリニック 〒466-0855 052-734-8000酒井　喜正 酒井　喜正 平29.10. 1内   他   外  診療所
     　昭和357 名古屋市昭和区川名本町３－７９常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981070,358,8 あんどうキッズクリニ〒466-0055 052-693-7370安藤　仁志 安藤　仁志 平29.10. 1小   アレ 診療所
     　昭和358 ック 名古屋市昭和区滝子通３－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １滝子メディカルステーション２(医       1) 平29.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982070,359,6 いりなか駅前皮フ科　〒466-0833 052-839-3500祖父江　千紗 祖父江　千紗 平29.12. 1皮   他   診療所
     　昭和359 ビューティークリニッ名古屋市昭和区隼人町３－４アル常　勤:    1 新規 他は美容皮膚科現存
     ク ページュ杁中１階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983070,360,4 名古屋スポーツクリニ〒466-0845 052-859-1233医療法人名古屋スポー杉本　勝正 平29.11. 1整外 外   リハ診療所
     　昭和360 ック 名古屋市昭和区藤成通３－５ 常　勤:    1ツクリニック　理事長 組織変更 リウ 現存
     (医       1)　杉本　勝正 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984070,361,2 レディースビューティ〒466-0815 052-835-8989伊東　雅子 伊東　雅子 平30. 4. 1皮   婦   他  診療所
     　昭和361 クリニック　ヤマテ 名古屋市昭和区山手通３－９－１常　勤:    1 新規 他：美皮 現存
     日興山手通ビル１階Ａ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  985070,362,0 高橋医院 〒466-0054 052-871-5641医療法人　高橋医院　高橋　英城 平30. 4. 1外   整外 内  診療所
     　昭和362 名古屋市昭和区円上町１－３０ 常　勤:    1理事長　高橋　英城 その他 リハ 放   他  現存
     (医       1) 平30. 4. 1他：消内、消外
     非常勤:    4 、肛外
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986070,363,8 こころとからだの昭和〒466-0801 052-380-5904宮嶋　尊則 宮嶋　尊則 平30. 5. 1内   精   診療所
     　昭和363 在宅クリニック 名古屋市昭和区田面町１－６７メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾンかわはら１０２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987080,003,8 医療法人野垣会野垣病〒467-0002 052-852-1211医療法人野垣会　理事野垣　正宏 昭35. 9.24一般        99病院
     　瑞穂3 院 名古屋市瑞穂区川澄町１－１２ 常　勤:    8長　野垣　正宏 内   胃   外  現存
     (医       5) 平29. 9.24こう 
     (薬       3)
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988080,018,6 横井医院 〒467-0046 052-831-5014横井　敦子 横井　敦子 平15.11.23内   小   診療所
     　瑞穂18 名古屋市瑞穂区玉水町２－７２ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平27.11.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989080,033,5 ブラザー記念病院 〒467-0851 052-824-2871ブラザー健康保険組合本田　亘 昭35. 9. 3一般        30病院
     (081,033,0) 名古屋市瑞穂区塩入町１１－８ 常　勤:    5　理事長　石川　茂樹 療養        29現存
     　瑞穂33 (医       3) 平29. 9. 3内   外   整外
     (歯       1) 眼   婦   歯  
     (薬       1) 小歯 放   
     非常勤:   33
     (医      29)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990080,117,6 服部医院 〒467-0825 052-881-0876服部　多計三 服部　多計三 昭47. 1. 1内   小   診療所
     　瑞穂117 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１－３４常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991080,123,4 田中耳鼻咽喉科 〒467-0856 052-882-3387田中　淳一 田中　淳一 昭48. 7. 1耳   診療所
     　瑞穂123 名古屋市瑞穂区新開町２８－２６常　勤:    1 現存
     堀田駅ビル (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  992080,128,3 水野内科 〒467-0066 052-853-5010水野　正一 水野　正一 昭52. 6. 1内   循   小  診療所
     　瑞穂128 名古屋市瑞穂区洲山町２－６－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993080,129,1 医療法人大仁会高木病〒467-0806 052-852-5211医療法人大仁会　理事大原　清仁 昭52. 8. 1一般        42病院
     　瑞穂129 院 名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１ 常　勤:    3長　大原　清仁 療養        25現存
     (医       3) 平28. 8. 1胃   内   整外
     非常勤:   10 外   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994080,131,7 伊藤クリニック 〒467-0016 052-853-5110伊藤　惣介 伊藤　惣介 昭53.10. 1他   小   内  診療所
     　瑞穂131 名古屋市瑞穂区佐渡町１－２０ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平29.10. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995080,132,5 名古屋市医師会瑞穂区〒467-0061 052-832-8001一般社団法人名古屋市戸松　鉄雄 平26. 3. 2内   小   診療所
     　瑞穂132 休日急病診療所 名古屋市瑞穂区師長町９－３ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     (医       1)洋一 平26. 3. 2
     非常勤:   41
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996080,133,3 粕谷クリニック 〒467-0842 052-853-2881粕谷　守正 粕谷　守正 昭54. 1. 1内   胃   小  診療所
     　瑞穂133 名古屋市瑞穂区妙音通４－３８ 常　勤:    1 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平30. 1. 1ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997080,142,4 横井医院 〒467-0811 052-841-3897横井　順一 横井　順一 昭57.10. 1内   小   診療所
     　瑞穂142 名古屋市瑞穂区北原町３－８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998080,153,1 稲熊病院 〒467-0012 052-841-3772稲熊　秀樹 稲熊　秀樹 昭62. 5.23一般        34病院
     　瑞穂153 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１０ 常　勤:    3 内   神内 小  現存
     (医       2) 平29. 5.23リハ 
     (薬       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999080,154,9 野々村クリニック 〒467-0056 052-831-6611医療法人充生会　理事野々村　一彦 昭62. 7. 1内   脳外 リハ診療所
     　瑞穂154 名古屋市瑞穂区白砂町１－１９ 常　勤:    1長　野々村　一彦 心内 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1000080,155,6 医療法人愛誠会河合整〒467-0841 052-811-5245医療法人愛誠会　理事河合　雄一郎 昭62.10. 1一般    診療所
     　瑞穂155 形外科・外科 名古屋市瑞穂区苗代町１０－１１常　勤:    1長　河合　雄一郎 内   胃   外  現存
     (医       1) 平29.10. 1整外 皮ひ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001080,157,2 近藤胃腸科外科 〒467-0814 052-841-4565近藤　彰徳 近藤　彰徳 昭63. 3.17胃   外   診療所
     　瑞穂157 名古屋市瑞穂区本願寺町１－６７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002080,158,0 医療法人穂明会水野眼〒467-0064 052-832-0007医療法人穂明会　理事水野　晋一 平14. 8.13眼   診療所
     　瑞穂158 科 名古屋市瑞穂区彌富通１－４６ 常　勤:    1長　水野　功一 移動 現存
     (医       1) 平26. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003080,160,6 医療法人近藤内科 〒467-0812 052-841-7983医療法人近藤内科　理杉藤　紘一 平16. 5. 1内   小   循  診療所
     　瑞穂160 名古屋市瑞穂区薩摩町１－５８ 常　勤:    1事長　近藤　辰磨 移動 消   呼   心内現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004080,161,4 医療法人名古屋復明館〒467-0831 052-872-1155医療法人名古屋復明館長屋　郁郎 平 5. 4. 1眼   リウ 診療所
     　瑞穂161 長屋眼科 名古屋市瑞穂区惣作町１－１７－常　勤:    3　理事長　長屋　祥子 現存
     １ (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005080,162,2 医療法人高辻医院 〒467-0873 052-881-0169医療法人高辻医院　理伊藤　豊彦 平元. 7. 1内   リハ 診療所
     　瑞穂162 名古屋市瑞穂区竹田町１－７ 常　勤:    1事長　伊藤　豊彦 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006080,163,0 医療法人庸倫会スズキ〒467-0806 052-853-5321医療法人庸倫会　理事服部　博之 平元. 7. 1眼   診療所
     　瑞穂163 眼科 名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２３－常　勤:    1長　伊藤　文子 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007080,164,8 医療法人宏樹会太田内〒467-0002 052-853-2727医療法人宏樹会　理事太田　宏 平元. 7. 1内   小   診療所
     　瑞穂164 科 名古屋市瑞穂区川澄町３－１ 常　勤:    1長　太田　英樹 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008080,165,5 名古屋市総合リハビリ〒467-8622 052-835-3811名古屋市長　河村　た日比野　敬明 平元.10. 1一般        80病院
     (081,165,0) テーションセンター附名古屋市瑞穂区彌富町密柑山１－常　勤:   12かし リハ 神内 整外現存
     　瑞穂165 属病院 ２ (医      10) 平28.10. 1内   他   放  
     (薬       2) 脳外 眼   耳い
     非常勤:   33 歯   
     (医      31) 循内
     (歯       2)
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 1009080,166,3 医療法人小池内科 〒467-0834 052-851-8118医療法人小池内科　理小池　斌碩 平 2. 1. 1内   循   診療所
     　瑞穂166 名古屋市瑞穂区姫宮町２－１１ 常　勤:    1事長　小池　斌碩 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010080,167,1 久米クリニック 〒467-0054 052-831-9970医療法人ホープ　理事久米　明人 平16.11. 1神内 内   小  診療所
     　瑞穂167 名古屋市瑞穂区丸根町１－８ 常　勤:    1長　久米　明人 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011080,168,9 医療法人一樹会浅野眼〒467-0042 052-833-3451医療法人一樹会　理事浅野　俊樹 平 2. 3. 1一般         7診療所
     　瑞穂168 科クリニック 名古屋市瑞穂区八勝通２－３０ー常　勤:    2長　浅野　俊樹 眼   現存
     １ (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012080,169,7 医療法人成田外科 〒467-0046 052-831-8405医療法人成田外科　理成田　達彦 平 2. 3. 1胃   外   皮  診療所
     　瑞穂169 名古屋市瑞穂区玉水町２－５０ 常　勤:    1事長　成田　達彦 こう 内   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013080,170,5 森田皮フ科 〒467-0825 052-881-6200森田　清嗣 森田　清嗣 平 2. 5. 1皮   診療所
     　瑞穂170 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１－３５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014080,172,1 医療法人聖光会田中内〒467-0012 052-853-1252医療法人聖光会　理事田中　英雄 平 3. 7. 1内   小   循  診療所
     　瑞穂172 科皮膚科医院 名古屋市瑞穂区豊岡通３－３ 常　勤:    2長　田中　英雄 放   アレ 胃  現存
     (医       2) 平24. 7. 1皮   他   
     美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015080,173,9 医療法人藤渓会加藤外〒467-0027 052-836-7953医療法人藤渓会　理事加藤　久典 平12.11.24一般        10診療所
     　瑞穂173 科産婦人科・乳腺クリ名古屋市瑞穂区田辺通５－８ 常　勤:    2長　加藤　雅通 移動 産婦 外   他  現存
     ニック (医       2) 平24.11.24小   胃   こう
     非常勤:    5 内   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016080,174,7 大喜整形外科 〒467-0868 052-882-5900鈴木　由昭 鈴木　由昭 平 2. 9. 1整外 リハ 麻  診療所
     　瑞穂174 名古屋市瑞穂区大喜新町４－５ 常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1017080,175,4 渋谷医院 〒467-0868 052-881-5629澁谷　嘉之 澁谷　嘉之 平 2.10.24一般         4診療所
     　瑞穂175 名古屋市瑞穂区大喜新町１－４ 常　勤:    2 産   婦   内  現存
     (医       2) 平29.10.24心内 他   
     他：漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018080,177,0 わかぞの皮フ科内科 〒467-0066 052-841-0022若園　清行 若園　清行 平 3. 3. 1内   呼   消  診療所
     　瑞穂177 名古屋市瑞穂区洲山町２－３１　常　勤:    1 循   皮   現存
     ロフティあらたま３階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019080,178,8 呼続外科 〒467-0844 052-811-0397林　聰一 林　聰一 平 3. 5. 8内   胃   外  診療所
     　瑞穂178 名古屋市瑞穂区河岸町４－６６ 常　勤:    1 皮   リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020080,179,6 戸松医院 〒467-0806 052-853-6116戸松　鉄雄 戸松　鉄雄 平 3. 8. 1内   呼   消  診療所
     　瑞穂179 名古屋市瑞穂区瑞穂通２－１６ 常　勤:    1 循   皮   小  現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021080,181,2 笑顔のおうちクリニッ〒467-0833 052-842-3611医療法人笑顔会　理事細野　竜司 平 3.10. 1内   診療所
     　瑞穂181 ク名古屋 名古屋市瑞穂区鍵田町１－１－１常　勤:    2長　水野　伸一 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022080,183,8 亀井整形外科クリニッ〒467-0843 052-851-3321亀井　邦孝 亀井　邦孝 平 4. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　瑞穂183 ク 名古屋市瑞穂区土市町２－６ 常　勤:    1 外   皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1※Ｈ４．４．１
     非常勤:    2 指定より変更な
     (医       2) し
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023080,187,9 小林皮膚科クリニック〒467-0002 052-853-7488小林　泰介 小林　泰介 平 5. 7. 1形外 皮   診療所
     　瑞穂187 名古屋市瑞穂区川澄町１－２サン常　勤:    1 新規 現存
     ステイツ１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024080,191,1 十全クリニック 〒467-0045 052-831-2185医療法人新生会　理事長屋　敬 平 6. 9. 1内   他   診療所
     　瑞穂191 名古屋市瑞穂区茨木町８８ 常　勤:    2長　太田　和宏 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025080,193,7 医療法人山路整形外科〒467-0804 052-841-6151医療法人山路整形外科山路　哲生 平 6.10. 1整外 リハ 診療所
     　瑞穂193 名古屋市瑞穂区洲雲町４－６２－常　勤:    2　理事長　山路　哲生 組織変更 療養病床
     １ (医       2) 平24.10. 1 現存
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 1026080,194,5 渡辺医院 〒467-0877 052-881-1097渡辺　信 渡辺　信 平 7. 2. 1内   小   循  診療所
     　瑞穂194 名古屋市瑞穂区雁道町４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027080,195,2 かのうクリニック 〒467-0064 052-836-1077狩野　良雄 狩野　良雄 平 7. 8. 1内   外   小  診療所
     　瑞穂195 名古屋市瑞穂区彌富通３－１８ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028080,196,0 可児医院 〒467-0879 052-881-1108医療法人可児医院　理可兒　篤 平 7.11. 1内   小   診療所
     　瑞穂196 名古屋市瑞穂区平郷町２－２－２常　勤:    1事長　可兒　篤 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029080,197,8 大森クリニック 〒467-0042 052-834-5656大森　建彰 大森　建彰 平 8. 2. 1内   胃   小  診療所
     　瑞穂197 名古屋市瑞穂区八勝通１－４ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030080,198,6 水谷クリニック 〒467-0806 052-853-5616水谷　隆政 水谷　隆政 平 8. 4. 1神   神内 精  診療所
     　瑞穂198 名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２０ラ常　勤:    2 新規 心内 現存
     イオンズマンション瑞穂通２０５(医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031080,200,0 斉藤クリニック 〒467-0808 052-851-0827齋藤　洋 齋藤　洋 平 8. 5. 1内   眼   消  診療所
     　瑞穂200 名古屋市瑞穂区高田町３－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032080,202,6 森島クリニック 〒467-0066 052-852-5817森島　正博 森島　正博 平 9. 5. 1内   胃   小  診療所
     　瑞穂202 名古屋市瑞穂区洲山町１－５６－常　勤:    1 新規 外   婦   現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033080,204,2 奥田内科クリニック 〒467-0047 052-835-1600医療法人明宣会　理事奥田　宣明 平10.10. 1内   他   呼内診療所
     　瑞穂204 名古屋市瑞穂区日向町２－９－３常　勤:    1長　奥田　宣明 組織変更 精   心内 小  現存
     (医       1) 平28.10. 1リハ 
     非常勤:    6 循内、消内
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034080,205,9 かにクリニック 〒467-0022 052-836-0222可児　健司 可児　健司 平11. 3. 1内   小   神内診療所
     　瑞穂205 名古屋市瑞穂区上山町２－２０ 常　勤:    1 新規 心内 リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1035080,208,3 医療法人和心会あらた〒467-0066 052-852-8177医療法人和心会　理事加藤　正 平16. 7.26心内 精   神内診療所
     　瑞穂208 まこころのクリニック名古屋市瑞穂区洲山町１－４９ 常　勤:    1長　加藤　正 移動 現存
     (医       1) 平28. 7.26
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036080,209,1 橋本クリニック 〒467-0003 052-841-4141橋本　猛 橋本　猛 平12. 3.31内   循   小  診療所
     　瑞穂209 名古屋市瑞穂区汐路町２－１－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037080,210,9 医療法人間宮耳鼻咽喉〒467-0014 052-853-2552医療法人間宮耳鼻咽喉間宮　紳一郎 平13. 1. 1耳い 診療所
     　瑞穂210 科 名古屋市瑞穂区白羽根町１－４－常　勤:    3科　理事長　間宮　紳 組織変更 現存
     ２ (医       2)一郎 平25. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038080,213,3 みかん山皮ふ科クリニ〒467-0041 052-861-5512瀧上　敬康 瀧上　敬康 平13. 6. 1皮   診療所
     　瑞穂213 ック 名古屋市瑞穂区密柑山町２－４８常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039080,214,1 寺本整形外科・内科　〒467-0042 052-835-1121寺本　隆 寺本　隆 平30. 4. 1整外 外   内  診療所
     　瑞穂214 Ｌｉａｉｓｏｎ　Ｃｌ名古屋市瑞穂区八勝通３－１９－常　勤:    1 移動 リハ 現存
     ｉｎｉｃ １ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040080,218,2 新瑞眼科クリニック 〒467-0066 052-842-5967松本　享之 松本　享之 平14. 3.18眼   診療所
     　瑞穂218 名古屋市瑞穂区洲山町２－２４－常　勤:    1 交代 現存
     ６ホーメスト新瑞２階 (医       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041080,222,4 西村内科クリニック 〒467-0049 052-861-1200西村　賢司 西村　賢司 平14. 7. 1内   消   小  診療所
     　瑞穂222 名古屋市瑞穂区下山町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042080,223,2 むらかみ眼科クリニッ〒467-0027 052-835-4000村上　京子 村上　京子 平14. 8. 1眼   診療所
     　瑞穂223 ク 名古屋市瑞穂区田辺通６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043080,225,7 池間眼科 〒467-0805 052-858-6661池間　毅 池間　毅 平16. 3. 1眼   診療所
     　瑞穂225 名古屋市瑞穂区桜見町１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1044080,226,5 こじま内科小児科クリ〒467-0804 052-841-9815児島　康浩 児島　康浩 平16. 3. 8内   小   呼内診療所
     　瑞穂226 ニック 名古屋市瑞穂区洲雲町１－８－１常　勤:    3 交代 アレ 他   現存
     (医       2) 平28. 3. 8循内、漢内
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045080,228,1 山下内科クリニック 〒467-0064 052-837-7888山下　喜弘 山下　喜弘 平16. 4. 1内   消   小  診療所
     　瑞穂228 名古屋市瑞穂区弥富通２－４－１常　勤:    1 新規 現存
     第一ビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046080,229,9 弥富通クリニック 〒467-0064 052-835-7272中西　賢一 中西　賢一 平16. 4. 1外   内   胃  診療所
     　瑞穂229 名古屋市瑞穂区弥富通４－６０ 常　勤:    1 新規 こう 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047080,230,7 医療法人幸世会中京厚〒467-0856 052-881-6175医療法人幸世会　理事西本　幸弘 平16. 4. 1内   小   診療所
     　瑞穂230 生クリニック 名古屋市瑞穂区新開町２３－１３常　勤:    2長　西本　裕美子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048080,232,3 まきこどもクリニック〒467-0806 052-852-2580牧　貴子 牧　貴子 平17. 6. 1小   診療所
     　瑞穂232 名古屋市瑞穂区瑞穂通３－１４－常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＴ瑞穂ビル１階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049080,233,1 服部ファミリークリニ〒467-0055 052-837-1055服部　義信 服部　義信 平17.10. 1内   整外 呼  診療所
     　瑞穂233 ック 名古屋市瑞穂区中根町４－６２ 常　勤:    2 新規 リハ 小   アレ現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050080,236,4 かわぐちクリニック 〒467-0041 052-837-2811医療法人かわぐちクリ河口　治彦 平18. 1. 1内   呼   アレ診療所
     　瑞穂236 名古屋市瑞穂区密柑山町２－４９常　勤:    1ニック　理事長　河口 組織変更 小   現存
     －３ (医       1)　治彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051080,237,2 いづみクリニック 〒467-0051 052-835-5011伊藤　いづみ 伊藤　いづみ 平22.12.16内   小   診療所
     　瑞穂237 名古屋市瑞穂区釜塚町１－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052080,239,8 藤村レディスこどもク〒467-0843 052-853-3541藤村　秀彦 藤村　秀彦 平18. 3. 1一般         8診療所
     　瑞穂239 リニック 名古屋市瑞穂区土市町２－２１ 常　勤:    1 交代 産婦 小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1053080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 052-851-5511公立大学法人名古屋市小椋　 一郎 平18. 4. 1一般       772特定機能
     (081,240,1) 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 常　勤:  312立大学　理事長　郡　 組織変更 精神        28病院
     　瑞穂240 (医     278)健二郎 平30. 4. 1内   他   リウ現存
     (歯       5) 神内 外   呼外
     (薬      29) 心外 小外 形外
     非常勤:  387 整外 産婦 小  
     (医     338) 眼   耳い 皮  
     (歯      49) ひ   精   放  
     麻   脳外 歯外
     リハ 病理 臨床
     消内、肝内、膵
     内、呼・アレ内
     、循内、分泌・
     糖内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054080,241,4 医療法人石岡耳鼻咽喉〒467-0051 052-834-3387医療法人石岡耳鼻咽喉村上　浩 平18. 7. 1耳い アレ 診療所
     　瑞穂241 科 名古屋市瑞穂区釜塚町１－１８ 常　勤:    1科　理事長　石岡　麻 新規 現存
     (医       1)優 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055080,242,2 医療法人寿実会　ピュ〒467-0042 052-837-0080医療法人寿実会　理事伊藤　由美 平19. 4. 1一般 診療所
     　瑞穂242 アー女性クリニック 名古屋市瑞穂区八勝通１－１４－常　勤:    1長　伊藤　直樹 組織変更     一般 現存
     ２ (医       1) 平25. 4. 1産婦 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056080,243,0 雲雀ヶ岡クリニック 〒467-0031 052-836-2323松久　隆之 松久　隆之 平20. 3. 1内   呼   消  診療所
     　瑞穂243 名古屋市瑞穂区彌富町緑ケ岡４－常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     １４ (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057080,244,8 ＴＫクリニック 〒467-0017 052-851-1648加藤　徹哉 加藤　徹哉 平20. 4. 1内   他   小  診療所
     　瑞穂244 名古屋市瑞穂区東栄町８－５ 常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1消内、漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058080,246,3 西本病院 〒467-0856 052-871-0287医療法人幸世会　理事西本　幸正 平20.10. 1一般        32病院
     　瑞穂246 名古屋市瑞穂区新開町２４－３８常　勤:    5長　西本　裕美子 組織変更 外   整外 内  現存
     (医       4) 平26.10. 1他   リハ 
     (薬       1) 胃外、胃内、肛
     非常勤:    5 外
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1059080,247,1 産婦人科水野クリニッ〒467-0816 052-841-1234水野　俊彦 水野　俊彦 平21. 2.22一般        19診療所
     　瑞穂247 ク 名古屋市瑞穂区牧町２－１１ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平27. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060080,248,9 すずきクリニック 〒467-0832 052-841-2428鈴木　卓哉 鈴木　卓哉 平21. 4. 1内   小   アレ診療所
     　瑞穂248 名古屋市瑞穂区神前町２－３６－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061080,249,7 すがの皮膚科 〒467-0862 052-881-1323菅野　重 菅野　重 平21. 5.14皮   診療所
     　瑞穂249 名古屋市瑞穂区堀田通７－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062080,252,1 すずき内科クリニック〒467-0853 052-819-6131鈴木　馨 鈴木　馨 平22. 6. 1内   他   診療所
     　瑞穂252 名古屋市瑞穂区内浜町２１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063080,253,9 石田ペインクリニック〒467-0806 052-851-6007石田　進 石田　進 平22. 7. 1他   麻   内  診療所
     　瑞穂253 名古屋市瑞穂区瑞穂通３－１４Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     Ｔ瑞穂ビル３階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064080,254,7 穂波クリニック 〒467-0841 052-819-0022医療法人まこと会　理水野　直弓 平22. 7. 1内   小   アレ診療所
     　瑞穂254 名古屋市瑞穂区苗代町２８－５ 常　勤:    1事長　水野　直弓 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065080,255,4 いしはらクリニック 〒467-0827 052-884-8008医療法人愛明会　理事石原　廉 平22.10. 1内   他   外  診療所
     　瑞穂255 名古屋市瑞穂区下坂町１－２３－常　勤:    1長　石原　廉 組織変更 現存
     １３ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066080,256,2 医療法人幸世会新瑞橋〒467-0833 052-852-0222医療法人　幸世会　理西本　裕美子 平23. 6. 1他   診療所
     　瑞穂256 ネフロクリニック 名古屋市瑞穂区鍵田町２－２０ 常　勤:    1事長　西本　裕美子 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1067080,257,0 みずほクリニック 〒467-0806 052-842-5656医療法人輝豊会　理事松井　輝夫 平27. 7.24心内 精   診療所
     　瑞穂257 名古屋市瑞穂区瑞穂通８－１４神常　勤:    1長　松井　輝夫 移動 現存
     谷ビル２階 (医       1) 平27. 7.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068080,258,8 さとうクリニック 〒467-0805 052-859-1007佐藤　滋樹 佐藤　滋樹 平24.10. 1内   他   診療所
     　瑞穂258 名古屋市瑞穂区桜見町２－１６　常　勤:    1 新規 現存
     ガーデンクルセ櫻見館　１Ａ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069080,259,6 みずほ通りクリニック〒467-0814 052-852-3553勅使河原　修 勅使河原　修 平24.10. 1内   外   他  診療所
     　瑞穂259 名古屋市瑞穂区本願寺町３－１０常　勤:    1 新規 整外 現存
     －１ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070080,260,4 桜山メンタルクリニッ〒467-0805 052-848-8014早河　敏治 早河　敏治 平25. 2. 1心内 精   診療所
     　瑞穂260 ク 名古屋市瑞穂区桜見町２－１６ガ常　勤:    1 新規 現存
     ーデンクルセ櫻見館２階 (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071080,263,8 いとう医院 〒467-0064 052-831-1124柚原　繭 柚原　繭 平26.10. 1内   他   診療所
     　瑞穂263 名古屋市瑞穂区弥富通２－１２ 常　勤:    1 新規 消化器内科、循現存
     (医       1) 平26.10. 1環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072080,264,6 みかんやま整形外科 〒467-0041 052-861-0077青山　効司 青山　効司 平26.12.21整外 リハ リウ診療所
     　瑞穂264 名古屋市瑞穂区密柑山町２－４９常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平26.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073080,265,3 高田眼科 〒467-0025 052-834-5167髙田　正博 髙田　正博 平27. 8. 1眼   診療所
     　瑞穂265 名古屋市瑞穂区松栄町２－５０ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074080,266,1 犬飼胃腸科 〒467-0875 052-871-3211端山　暢郎 端山　暢郎 平27.10. 1内   他   こう診療所
     　瑞穂266 名古屋市瑞穂区御劔町２－１５ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1075080,267,9 ひばりがおか　こども〒467-0032 052-837-0303平林　靖高 平林　靖高 平28. 4. 1小   アレ 診療所
     　瑞穂267 とアレルギーのクリニ名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園６－常　勤:    1 移動 現存
     ック １ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076080,268,7 かとうゆめこどもクリ〒467-0842 052-811-0650湯川　牧子 湯川　牧子 平28. 5. 1小   アレ 診療所
     　瑞穂268 ニック 名古屋市瑞穂区妙音通２－４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077080,269,5 柴田屋整形外科 〒467-0868 052-881-6060医療法人社団フォルテ髙橋　竜平 平28.10. 1整外 リハ 診療所
     　瑞穂269 名古屋市瑞穂区大喜新町２－２９常　勤:    1ィス　理事長　山梨　 新規 現存
     －３ (医       1)雅透 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078080,271,1 みずほ在宅支援クリニ〒467-0012 052-680-7873家田　秀明 家田　秀明 平29. 1. 1内   他   診療所
     　瑞穂271 ック 名古屋市瑞穂区豊岡通３－６－２常　勤:    1 新規 他は緩和ケア内現存
     Ｍ　ＭＩＺＵＨＯ１階 (医       1) 平29. 1. 1科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079080,272,9 瑞穂ガーデンクリニッ〒467-0037 052-746-1120水野　晶子 水野　晶子 平29. 1. 1内   呼内 診療所
     　瑞穂272 ク 名古屋市瑞穂区弥富町上山１８０常　勤:    1 新規 現存
     －１瑞郷ビルＡ棟１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080090,001,0 東邦ガス診療所 〒456-0004 052-872-9340東邦ガス株式会社　代飯野　重夫 昭43. 4. 1内   精   診療所
     (091,001,5) 名古屋市熱田区桜田町１９－１８常　勤:    3表取締役社長　冨成　 現存
     　熱田1 (医       2)義郎 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      14)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081090,008,5 医療法人三恵会服部病〒456-0012 052-681-6561医療法人三恵会　理事服部　秀明 昭35. 9.24一般        56病院
     　熱田8 院 名古屋市熱田区沢上１－３－２０常　勤:    3長　服部　秀明 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平29. 9.24小   外   整外
     (薬       1) リハ リウ 皮  
     非常勤:   34 アレ こう 麻  
     (医      33)
     (薬       1)
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 1082090,034,1 医療法人杏園会　熱田〒456-0058 052-682-3077医療法人杏園会　理事伊藤　知敬 昭35. 8. 1療養       160病院
     　熱田34 リハビリテーション病名古屋市熱田区六番１－１－１９常　勤:    9長　伊藤　知敬 内   他   外  現存
     院 (医       9) 平29. 8. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   43 ひ   リハ 放  
     (医      43) 麻   
     胃内、こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083090,059,8 三菱名古屋病院 〒456-0013 052-671-5161三菱重工業株式会社　高橋　成夫 昭35. 4. 1一般        68病院
     　熱田59 名古屋市熱田区外土居町７－８ 常　勤:    7執行役員名古屋航空宇 療養        45現存
     (医       7)宙システム製作所長　 平29. 4. 1内   小   外  
     非常勤:   21廣瀬圭介 整外 眼   耳い
     (医      21) 婦   皮   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084090,079,6 水谷病院 〒456-0002 052-681-7711医療法人ミズタニ　理山本　喜久子 昭48. 4. 1一般        47病院
     　熱田79 名古屋市熱田区金山町１－４－３常　勤:    3事長　水谷　武彦 整外 リハ 内  現存
     (医       3) 平30. 4. 1外   リウ 麻  
     非常勤:   34 神内 皮   他  
     (医      34) 循環器内科、消
     化器内科、呼吸
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085090,087,9 名古屋市医師会熱田区〒456-0034 052-682-7854一般社団法人名古屋市水谷　武彦 昭52.11. 1内   小   診療所
     　熱田87 休日急病診療所 名古屋市熱田区伝馬１－５－４ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 現存
     (医       1)洋一 平28.11. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086090,088,7 みなと医療生活協同組〒456-8611 052-654-2211みなと医療生活協同組尾関　俊紀 平13.10. 1一般       434病院
     　熱田88 合　協立総合病院 名古屋市熱田区五番町４－３３ 常　勤:   55合　理事長　尾関　俊 移動 内   外   整外現存
     (医      55)紀 平25.10. 1小   呼外 神内
     非常勤:   89 アレ リウ 小外
     (医      89) 精   心内 産婦
     眼   耳い 皮  
     ひ   リハ 麻  
     放   脳外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087090,092,9 加藤眼科医院 〒456-0002 052-681-1033加藤　昭徳 加藤　昭徳 昭63. 3. 1眼   診療所
     　熱田92 名古屋市熱田区金山町１－１９－常　勤:    1 現存
     １３　川島ビル１階 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088090,095,2 さとう内科 〒456-0034 052-681-7165佐藤　宏 佐藤　宏 昭57. 9. 1内   胃   小  診療所
     　熱田95 名古屋市熱田区伝馬２－７－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   128 頁

 1089090,104,2 医療法人明眼会西垣眼〒456-0058 052-661-0067医療法人明眼会　理事西垣　士郎 昭63. 1. 1一般         9診療所
     　熱田104 科医院 名古屋市熱田区六番２－２－３０常　勤:    2長　西垣　士郎 眼   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090090,105,9 医療法人井土医院 〒456-0066 052-671-3688医療法人井土医院　理井土　一博 平 9. 1.20内   精   小  診療所
     　熱田105 名古屋市熱田区野立町３－５９，常　勤:    2事長　井土　一博 移動 心内 現存
     ６０ (医       2) 平30. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091090,106,7 カワムラ医院 〒456-0055 052-661-0026川村　益生 川村　益生 昭63. 7.16内   他   診療所
     　熱田106 名古屋市熱田区南一番町５－２３常　勤:    1 消内、漢内 現存
     (医       1) 平24. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092090,107,5 金山橋クリニック 〒456-0002 052-681-7725吉田　和義 吉田　和義 平元. 3. 1内   精   神  診療所
     　熱田107 名古屋市熱田区金山町１－５－３常　勤:    1 神内 現存
     トーワ金山ビル３階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093090,114,1 森本医院 〒456-0062 052-671-8880森本　雅伸 森本　雅伸 平 4. 4. 1内   小   診療所
     　熱田114 名古屋市熱田区大宝４－７－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094090,115,8 亀島クリニック 〒456-0034 052-683-5030亀島　信利 亀島　信利 平 4. 7. 1内   神   神内診療所
     　熱田115 名古屋市熱田区伝馬２－２７－１常　勤:    1 呼   胃   消  現存
     ２ (医       1) 平28. 7. 1循   ひ   性  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095090,116,6 亀島耳鼻咽喉科医院 〒456-0034 052-683-4187亀島　茂 亀島　茂 平 4. 7. 1耳   診療所
     　熱田116 名古屋市熱田区伝馬２－２７－１常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096090,117,4 村瀬内科クリニック 〒456-0052 052-654-6770村瀬　幹雄 村瀬　幹雄 平 4. 8. 1内   神内 消  診療所
     　熱田117 名古屋市熱田区二番２－２５－４常　勤:    1 循   小   リハ現存
     ６ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097090,118,2 六番町耳鼻咽喉科 〒456-0059 052-651-2032長井　克明 長井　克明 平 9.12. 1耳   診療所
     　熱田118 名古屋市熱田区八番２－９－２２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098090,121,6 永田内科医院 〒456-0016 052-682-0700永田　和彦 永田　和彦 平30. 5. 1内   小   他  診療所
     　熱田121 名古屋市熱田区五本松町１３－１常　勤:    2 移動 アレ 現存
     ８ (医       2) 平30. 5. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1099090,123,2 服部整形外科クリニッ〒456-0053 052-661-0003服部　正広 服部　正広 平 7. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　熱田123 ク 名古屋市熱田区一番２－９－１９常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100090,124,0 千原皮ふ科クリニック〒456-0018 052-681-1123千原　太 千原　太 平27. 1. 1皮   形外 アレ診療所
     　熱田124 名古屋市熱田区新尾頭３－１－８常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101090,125,7 岡山クリニック 〒456-0035 052-682-1501岡山　久 岡山　久 平 7. 7. 1外   内   胃  診療所
     　熱田125 名古屋市熱田区白鳥１－６－９ 常　勤:    1 新規 皮   小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102090,126,5 みなと医療生活協同組〒456-0058 052-652-3011みなと医療生活協同組江間　幸雄 平 7. 7. 1内   小   リハ診療所
     　熱田126 合クリニック　レイン名古屋市熱田区六番２－１６－１常　勤:    2合　理事長　尾関　俊 新規 現存
     ボー ９ (医       2)紀 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103090,127,3 中京眼科 〒456-0032 052-883-1543医療法人いさな会　理市川　玲子 平29.11. 1眼   診療所
     　熱田127 名古屋市熱田区三本松町１２－２常　勤:    1事長　内藤　尚久 移動 現存
     ２中京メディカルビル (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104090,129,9 金山レディースクリニ〒456-0002 052-681-2241邨瀬　愛彦 邨瀬　愛彦 平 8. 3. 1産婦 ひ   診療所
     　熱田129 ック 名古屋市熱田区金山町１－２０２常　勤:    3 新規 現存
     東和ビル６階 (医       2) 平29. 3. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105090,131,5 坂野クリニック 〒456-0062 052-681-3636坂野　耕司 坂野　耕司 平11. 1. 1胃   外   内  診療所
     　熱田131 名古屋市熱田区大宝４－８－３１常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106090,133,1 医療法人有心会　熱田〒456-0074 052-683-6810医療法人有心会　理事三輪　真幹 平23. 1.17内   診療所
     　熱田133 クリニック 名古屋市熱田区比々野町６１－３常　勤:    1長　前田　憲志 移動 現存
     (医       1) 平29. 1.17
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107090,134,9 中村回生療院 〒456-0052 052-671-2962中村　衡蔵 中村　衡蔵 平11. 8. 1皮   内   外  診療所
     　熱田134 名古屋市熱田区二番１－９－２３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
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 1108090,135,6 服部内科 〒456-0052 052-682-5966服部　眞樹 服部　眞樹 平11. 8.13内   小   胃  診療所
     　熱田135 名古屋市熱田区二番１－１４－１常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109090,136,4 医療法人中京クリニカ〒456-0035 052-671-8001医療法人中京クリニカ小森　拓 平11.10. 1内   他   診療所
     　熱田136 ル 名古屋市熱田区白鳥３－６－１７常　勤:    3ル　理事長　小森　拓 組織変更 現存
     (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110090,137,2 日比野クリニック 〒456-0062 052-678-2850丹羽　直樹 丹羽　直樹 平11.11. 1内   小   ひ  診療所
     　熱田137 名古屋市熱田区大宝１－２－３ヴ常　勤:    1 新規 形外 皮   現存
     ェルクレート日比野Ｂ棟２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111090,139,8 白鳥皮フ科クリニック〒456-0071 052-678-0088林　剛德 林　剛德 平12.11. 1皮   アレ 診療所
     　熱田139 名古屋市熱田区明野町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112090,140,6 熊澤医院 〒456-0035 052-671-1480熊澤　和彦 熊澤　和彦 平13. 7. 1内   神内 小  診療所
     　熱田140 名古屋市熱田区白鳥２－１２－１常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113090,141,4 小出内科眼科医院 〒456-0074 052-671-9358小出　美穂子 小出　美穂子 平16. 4. 1内   眼   循  診療所
     　熱田141 名古屋市熱田区比々野町７１－１常　勤:    2 移動 小   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114090,144,8 金山クリニック 〒456-0012 052-679-1700社会医療法人名古屋記杉山　敏 平14. 9. 1他   内   診療所
     　熱田144 名古屋市熱田区沢上２－２－１４常　勤:    3念財団　理事長　太田 移動 人工透析内 現存
     (医       3)　圭洋 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115090,145,5 小山医院 〒456-0044 052-671-2010医療法人キュアラ　理小山　泰生 平14.10. 1内   小   診療所
     　熱田145 名古屋市熱田区内田町３０４ 常　勤:    2事長　小山　泰生 組織変更 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116090,147,1 熱田アイクリニック 〒456-0023 052-884-3851医療法人栄新会　理事関　卓子 平15. 7. 1眼   診療所
     　熱田147 名古屋市熱田区六野１－２－１１常　勤:    2長　杉野　栄太 新規 現存
     イオンモール熱田４階 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1117090,150,5 名古屋アイクリニック〒456-0003 052-872-0490医療法人ＲＥＣ　理事中村　友昭 平16. 1. 1眼   診療所
     　熱田150 名古屋市熱田区波寄町２５－１名常　勤:    2長　中村　友昭 組織変更 現存
     鉄金山第一ビル３階 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118090,151,3 水谷整形外科・内科ク〒456-0002 052-681-7712医療法人ミズタニ　理水谷　武彦 平17. 7. 1整外 リハ 内  診療所
     　熱田151 リニック 名古屋市熱田区金山町１－６－３常　勤:    2事長　水谷　武彦 新規 リウ 循   消  現存
     (医       2) 平29. 7. 1神内 
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119090,153,9 神宮前メンタルクリニ〒456-0032 052-881-3500堀田　典裕 堀田　典裕 平19. 8. 1心内 神   精  診療所
     　熱田153 ック 名古屋市熱田区三本松町１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ０シティコーポ神宮前１階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120090,154,7 辻こころのクリニック〒456-0062 052-683-6663辻　正保 辻　正保 平19. 9. 1精   神   心内診療所
     　熱田154 名古屋市熱田区大宝１－１－１ウ常　勤:    1 新規 内   現存
     ゛ェルクレート日比野Ａ棟１階 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121090,155,4 神宮前眼科医院 〒456-0031 052-683-2334長屋　祥子 長屋　祥子 平19.10.17眼   診療所
     　熱田155 名古屋市熱田区神宮３－６－３４常　勤:    1 交代 現存
     パレマルシェ神宮５階 (医       1) 平25.10.17
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122090,157,0 なかやまクリニック 〒456-0058 052-618-6222中山　幹浩 中山　幹浩 平20. 6. 1内   他   診療所
     　熱田157 名古屋市熱田区六番２－１－３０常　勤:    1 新規 糖尿病・代謝内現存
     アイコート六番２階 (医       1) 平26. 6. 1科、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123090,158,8 青木内科クリニック 〒456-0032 052-881-6726青木　理彰 青木　理彰 平22. 4. 1内   他   小  診療所
     　熱田158 名古屋市熱田区三本松町２３神宮常　勤:    1 交代 現存
     東パークハイツ９号棟２０３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124090,159,6 ハナノキ内科 〒456-0033 052-884-2339高木　和明 高木　和明 平22.10. 1内   他   診療所
     　熱田159 名古屋市熱田区花表町２１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125090,160,4 金山ファミリークリニ〒456-0002 052-678-7700小林　昌明 小林　昌明 平23.12. 1小   内   外  診療所
     　熱田160 ック 名古屋市熱田区金山町１－５０３常　勤:    1 新規 現存
     トーワ金山ビル６階 (医       1) 平29.12. 1
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 1126090,161,2 うえの内科クリニック〒456-0059 052-659-1501上野　浩一郎 上野　浩一郎 平23.12. 1内   他   小  診療所
     　熱田161 名古屋市熱田区八番２－２－１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127090,162,0 佐々木医院 〒456-0066 052-671-0280佐々木　龍久 佐々木　龍久 平24. 8. 9内   小   診療所
     　熱田162 名古屋市熱田区野立町１－６２ 常　勤:    1 交代 休止
     (医       1) 平24. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128090,163,8 宮の森クリニック　耳〒456-0053 052-671-8733堀部　晴司 堀部　晴司 平24.11. 1耳い 診療所
     　熱田163 鼻咽喉科 名古屋市熱田区一番３－９－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129090,164,6 今泉クリニック 〒456-0011 052-671-9911今泉　勲 今泉　勲 平24.12. 1内   小   診療所
     　熱田164 名古屋市熱田区花町２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130090,165,3 田中クリニック内分泌〒456-0032 052-829-0577田中　博志 田中　博志 平29.11. 6他   診療所
     　熱田165 ・糖尿病内科 名古屋市熱田区三本松町１２－２常　勤:    1 移動 他は内分泌内科現存
     ２中京メディカルビル１階 (医       1) 平29.11. 6、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131090,166,1 たけむら耳鼻科 〒456-0068 052-682-8733竹村　景史 竹村　景史 平27. 4. 1耳い アレ 他  診療所
     　熱田166 名古屋市熱田区神野町１－１４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27. 4. 1小児耳鼻咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132090,167,9 あつた皮ふ科クリニッ〒456-0066 052-228-8820佐々木　良輔 佐々木　良輔 平27. 5. 1皮   アレ 診療所
     　熱田167 ク 名古屋市熱田区野立町１－４９リ常　勤:    2 新規 現存
     ヴェール鬼頭１階 (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133090,168,7 あつた神宮東クリニッ〒456-0032 052-889-7870西本　政司 西本　政司 平28. 1. 1整外 内   他  診療所
     　熱田168 ク 名古屋市熱田区三本松町１４－７常　勤:    2 新規 外   リハ 現存
     (医       2) 平28. 1. 1他は、血管外科
     非常勤:    2 ・肛門外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134090,169,5 とうじま内科・外科ク〒456-0053 052-684-4311東島　由一郎 東島　由一郎 平28. 4. 1内   他   外  診療所
     　熱田169 リニック 名古屋市熱田区一番３－３－６ 常　勤:    1 新規 小   皮   リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1他は、消化器内
     科・肛門外科・
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1135090,170,3 まごころの杜クリニッ〒456-0077 052-228-8234医療法人　陽明会　理岩尾　康子 平28.11. 1内   他   診療所
     　熱田170 ク 名古屋市熱田区幡野町１７－１０常　勤:    1事長　岩尾　康子 新規 他は消化器内科現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136090,171,1 医療法人杏園会　ひび〒456-0074 052-678-8720医療法人杏園会　理事坂部　知代 平29. 4. 1内   外   皮  診療所
     　熱田171 のファミリア診療所 名古屋市熱田区比々野町２７ 常　勤:    1長　伊藤　知敬 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137090,172,9 えんぜる皮フ科クリニ〒456-0002 052-265-5678髙瀨　みゆき 髙瀨　みゆき 平29. 5. 1皮   他   診療所
     　熱田172 ック 名古屋市熱田区金山町１－３－２常　勤:    1 新規 他は美容皮膚科現存
     イトーピア紅葉舎ＣＦビル３階３(医       1) 平29. 5. 1
     ０６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138090,173,7 みずほホームケアクリ〒456-0018 052-684-4621医療法人明楓会　理事中村　満行 平29. 5. 1内   精   心内診療所
     　熱田173 ニック 名古屋市熱田区新尾頭３－１－１常　勤:    1長　中村　満行 新規 現存
     ８ＷＩＺ金山５０１ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139090,174,5 のだて整形外科リハビ〒456-0075 052-682-5525馬渕　晃好 馬渕　晃好 平29. 6. 1整外 リハ 他  診療所
     　熱田174 リクリニック 名古屋市熱田区青池町１－２ 常　勤:    1 新規 小整外 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140090,175,2 名古屋金山駅ゆき乳腺〒456-0002 052-678-6255山﨑　由紀子 山﨑　由紀子 平30. 2. 1他   診療所
     　熱田175 クリニック 名古屋市熱田区金山町１－２－３常　勤:    1 新規 他：乳外、こう現存
     東和ビル５階 (医       1) 平30. 2. 1外、女外、女内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1141100,016,6 名古屋掖済会病院 〒454-0854 052-652-7711一般社団法人日本海員河野　弘 昭35. 6.27一般       602地域支援
     (101,016,1) 名古屋市中川区松年町４－６６ 常　勤:  202掖済会　会長　谷山　 内   呼内 他  病院
     　中川16 (医     174)將 平29. 6.27神内 外   呼外現存
     (歯       6) 心外 整外 脳外
     (薬      22) 形外 精   リウ
     非常勤:   61 小   皮   ひ  
     (医      56) 産婦 眼   耳い
     (歯       3) リハ 放   病理
     (薬       2) 麻   歯   歯外
     循内、消内、血
     内、糖・分泌内
     、腎内、消外、
     乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142100,032,3 浅井医院 〒454-0826 052-361-4400浅井　久雄 浅井　久雄 昭37. 2. 1内   小   循  診療所
     　中川32 名古屋市中川区小本本町３－１０常　勤:    2 耳い アレ 放  現存
     ０ (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143100,047,1 医療法人聖真会春田仁〒454-0983 052-301-8145医療法人聖真会　理事田中　宏紀 昭51. 5.25一般        41病院
     　中川47 愛病院 名古屋市中川区東春田２－１７８常　勤:    2長　三宅　聰行 療養        15現存
     (医       1) 平30. 5.25他   麻   内  
     (薬       1) 外   
     非常勤:   18 循内、ペイン外
     (医      18) 、疼痛緩和内、
     漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144100,077,8 医療法人生生会松蔭病〒454-0926 052-352-3251医療法人生生会　理事鈴木　國文 昭42. 5. 1精神       607病院
     (101,077,3) 院 名古屋市中川区打出２－７０ 常　勤:   14長　安藤　琢弥 内   精   神  現存
     　中川77 (医      13) 平30. 5. 1歯   心内 
     (歯       1)
     非常勤:   30
     (医      28)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145100,084,4 杉浦耳鼻咽喉科 〒454-0013 052-321-2212杉浦　正良 杉浦　正良 昭45. 7. 1耳い アレ 小  診療所
     　中川84 名古屋市中川区八熊１－１２－１常　勤:    1 現存
     ３ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146100,086,9 浅野クリニック 〒454-0831 052-353-2221浅野　多一 浅野　多一 昭45.12. 1一般    診療所
     　中川86 名古屋市中川区三ツ屋町１－９ 常　勤:    1 内   外   消  現存
     (医       1) 平27.12. 1小   
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 1147100,089,3 藤田保健衛生大学坂文〒454-8509 052-321-8171学校法人藤田学園　理井澤　英夫 昭61.10.20一般       370地域支援
     　中川89 種報德會病院 名古屋市中川区尾頭橋３－６－１常　勤:  120事長　小野　雄一郎 内   他   呼内病院
     ０ (医     107) 平28.10.20神内 精   小  現存
     (薬      13) 外   形外 脳外
     非常勤:  144 整外 皮   ひ  
     (医     143) 産婦 眼   耳い
     (薬       1) 麻   放   病理
     リハ アレ 心外
     呼外 
     循内、消内、分
     泌内、腎内、救
     急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148100,097,6 千音寺産婦人科 〒454-0971 052-431-2111黒木　脩爾 黒木　脩爾 平18. 8. 1一般        19診療所
     　中川97 名古屋市中川区富田町千音寺土坪常　勤:    3 移動 産   婦   小  現存
     ３７６５ (医       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149100,100,8 名古屋市医師会　中川〒454-0911 052-361-7271一般社団法人名古屋市松本　幸三 平25. 3. 3内   小   診療所
     　中川100 区休日急病診療所・西名古屋市中川区高畑１－２２２ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     部平日夜間急病センタ (医       1)洋一 平25. 3. 3
     ー 非常勤:   51
     (医      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150100,101,6 児玉内科 〒454-0947 052-303-1155児玉　三千男 児玉　三千男 昭52.12. 1内   消   呼  診療所
     　中川101 名古屋市中川区助光１－７０８ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151100,108,1 やぐま診療所 〒454-0014 052-682-3833大西　茂樹 大西　茂樹 昭53.11. 1内   小   診療所
     　中川108 名古屋市中川区柳川町３－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152100,121,4 奥村内科 〒454-0847 052-362-3435奥村　満麿 奥村　満麿 昭56. 9. 1内   循   小  診療所
     　中川121 名古屋市中川区細米町１－６７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1153100,125,5 名古屋共立病院 〒454-0933 052-362-5151医療法人偕行会　理事堀　浩 昭57. 4. 1一般       156病院
     　中川125 名古屋市中川区法華１－１７２ 常　勤:   26長　川原　弘久 内   外   整外現存
     (医      26) 平30. 4. 1神内 他   リウ
     非常勤:  109 リハ 心外 放  
     (医     109) 呼内 麻   脳外
     形外 病理 
     循内、消内、消
     外、腎内、糖内
     、血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154100,126,3 沢田皮膚科 〒454-0841 052-353-7733沢田　雍子 沢田　雍子 昭57.10. 1皮   診療所
     　中川126 名古屋市中川区押元町１－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155100,132,1 中川診療所 〒454-0946 052-301-2631医療法人名南会　理事山口　達也 平23.11.28内   小   診療所
     　中川132 名古屋市中川区一色新町３－１２常　勤:    1長　三宅　隆史 移動 現存
     ０９－２ (医       1) 平29.11.28
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156100,133,9 医療法人孝慈会大平病〒454-0852 052-383-0303医療法人孝慈会　理事大平　孝道 昭58. 4. 1一般        21病院
     　中川133 院 名古屋市中川区昭和橋通９－７８常　勤:    4長　大平　孝道 療養        29現存
     (医       3) 平28. 4. 1内   小   産婦
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157100,134,7 医療法人広徳会佐藤病〒454-0012 052-332-2707医療法人広徳会　理事佐藤　和郎 昭58. 9. 1療養        41病院
     　中川134 院 名古屋市中川区尾頭橋２－１９－常　勤:    1長　佐藤　和郎 胃   外   整外現存
     １１ (医       1) 平28. 9. 1リハ 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158100,138,8 みなと医療生活協同組〒454-0911 052-362-3033みなと医療生活協同組原　千賀子 平22.11. 1内   小   放  診療所
     　中川138 合　高畑生協診療所 名古屋市中川区高畑５－１８２ 常　勤:    2合　理事長　尾関　俊 移動 現存
     (医       2)紀 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159100,142,0 山田内科・胃腸科 〒454-0961 052-432-0036山田　英明 山田　英明 昭61. 8. 1内   胃   小  診療所
     　中川142 名古屋市中川区戸田明正２－２７常　勤:    1 現存
     ０８ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160100,143,8 村瀬医院 〒454-0032 052-361-0801小坂　清子 小坂　清子 昭62. 3. 1内   小   診療所
     　中川143 名古屋市中川区荒江町１７－１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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 1161100,145,3 野崎医院 〒454-0852 052-361-0972野崎　誠 野崎　誠 昭62. 6. 5内   小   婦  診療所
     　中川145 名古屋市中川区昭和橋通６－４５常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162100,146,1 名古屋西病院 〒454-0869 052-361-0878医療法人純正会　理事大澤　良充 平24.10. 1一般       112病院
     　中川146 名古屋市中川区荒子２－４０ 常　勤:   13長　山本　純 移動 内   他   小  現存
     (医      11) 平24.10. 1外   小外 整外
     (薬       2) 皮   リハ 
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163100,148,7 医療法人開生会かいせ〒454-0804 052-362-6469医療法人開生会　理事菅　栄 昭63. 1. 1一般        41病院
     　中川148 い病院 名古屋市中川区月島町９－９ 常　勤:    5長　菅　栄 内   眼   胃  現存
     (医       4) 平30. 1. 1呼   リハ 小  
     (薬       1)
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164100,149,5 医療法人親和会富田病〒454-0957 052-302-4976医療法人親和会　理事松本　龍夫 平29. 7. 1療養 病院
     　中川149 院 名古屋市中川区かの里１－３０１常　勤:    4長　安藤　理 移動     療養   177療養病床
     (医       4) 平29. 7. 1内   他   整外現存
     非常勤:    6 リウ 精   心内
     (医       6) リハ 放   
     他は消化器内科
     、糖尿病内分泌
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165100,150,3 水谷クリニック 〒454-0936 052-353-3001水谷　清三郎 水谷　清三郎 昭63. 5. 1内   消   循  診療所
     　中川150 名古屋市中川区高杉町１０３－８常　勤:    2 小   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166100,151,1 医療法人正進会名古屋〒454-0818 052-352-1222医療法人正進会　理事小島　宗門 昭63. 8. 1一般        59病院
     　中川151 泌尿器科病院 名古屋市中川区松葉町５－３４ 常　勤:    3長　早瀬　喜正 ひ   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167100,152,9 春田クリニック 〒454-0985 052-303-6673山口　芳弘 山口　芳弘 昭63. 9. 1内   消   小  診療所
     　中川152 名古屋市中川区春田５－１０５ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 1168100,158,6 医療法人三水会水野ク〒454-0011 052-321-6010医療法人三水会　理事水野　照久 平元.11. 1内   外   整外診療所
     　中川158 リニック 名古屋市中川区山王１－８－２２常　勤:    1長　水野　照久 皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169100,159,4 医療法人岩味クリニッ〒454-0994 052-433-0015医療法人岩味クリニッ岩味　裕史 平15. 4. 1内   他   小  診療所
     　中川159 ク 名古屋市中川区長須賀３－７０１常　勤:    1ク　理事長　岩味　裕 移動 消化器内科 現存
     (医       1)史 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170100,161,0 村松クリニック 〒454-0902 052-361-0121村松　直 村松　直 平 2. 7. 2内   小   皮  診療所
     　中川161 名古屋市中川区花池町１－１５ 常　勤:    3 ひ   現存
     (医       2) 平29. 7. 2
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171100,163,6 高畑クリニック 〒454-0839 052-352-6003請井　伸行 請井　伸行 平16.10.22精   心内 神内診療所
     　中川163 名古屋市中川区篠原橋通３－５８常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172100,165,1 西垣医院 〒454-0927 052-361-1851医療法人西垣会　理事西垣　裕 平22. 3. 1内   小   診療所
     　中川165 名古屋市中川区打中１－１７７ 常　勤:    2長　西垣　裕 移動 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173100,168,5 医療法人健会ひしだ耳〒454-0803 052-352-6264医療法人健会　理事長菱田　圭祐 平 3. 5. 1耳い 診療所
     　中川168 鼻咽喉科 名古屋市中川区豊成町１　豊成団常　勤:    2　菱田　圭祐 現存
     地２号棟１１４号 (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174100,169,3 医療法人三橋会ミツハ〒454-0971 052-431-4510医療法人三橋会　理事三橋　勝博 平 3. 5. 1内   神内 他  診療所
     　中川169 シ医院 名古屋市中川区富田町千音寺三角常　勤:    1長　三橋　勝博 小   現存
     ２４３ (医       1) 平30. 5. 1胃内、循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175100,171,9 大野皮膚科医院 〒454-0922 052-353-8877大野　盛秀 大野　盛秀 平 3. 7. 1皮   診療所
     　中川171 名古屋市中川区荒中町２２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176100,172,7 林クリニック 〒454-0807 052-354-5556林　清剛 林　清剛 平 3.10. 1内   小   診療所
     　中川172 名古屋市中川区愛知町２－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1177100,173,5 医療法人高杉内科 〒454-0936 052-352-2801医療法人高杉内科　理西垣　恵光 平 4. 1. 1内   神内 小  診療所
     　中川173 名古屋市中川区高杉町１４７ 常　勤:    1事長　西垣　恵光 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178100,177,6 医療法人ませき耳鼻咽〒454-0945 052-301-4133医療法人ませき耳鼻咽欄　哲郎 平 5. 1. 1耳い 診療所
     　中川177 喉科 名古屋市中川区下之一色町波花１常　勤:    1喉科　理事長　欄　哲 現存
     ２１－１ (医       1)郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179100,178,4 医療法人西川皮膚泌尿〒454-0946 052-303-1212医療法人西川皮膚泌尿西川　源一郎 平 5. 4. 1皮ひ 性   診療所
     　中川178 器科 名古屋市中川区一色新町３－１３常　勤:    1器科　理事長　西川　 現存
     ０３ (医       1)源一郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180100,179,2 ミサキ皮膚科 〒454-0912 052-354-7025鬼頭　美砂紀 鬼頭　美砂紀 平 5. 7. 1皮   小   診療所
     　中川179 名古屋市中川区野田１－３９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181100,180,0 名古屋市西部地域療育〒454-0828 052-361-9555名古屋市長　河村　た宮地　泰士 平 5. 8. 1小   精   整外診療所
     　中川180 センター 名古屋市中川区小本１－２０－４常　勤:    1かし 新規 耳   現存
     ８ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182100,181,8 医療法人志誠会福井皮〒454-0803 052-351-7277医療法人志誠会福井皮福井　良昌 平 6. 1. 1皮   形外 診療所
     　中川181 フ科医院 名古屋市中川区豊成町１１－１０常　勤:    1フ科医院　理事長　福 組織変更 現存
     ２ (医       1)井　良昌 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183100,182,6 富田眼科クリニック 〒454-0985 052-302-8688城山　敬康 城山　敬康 平 6. 4. 1一般    診療所
     　中川182 名古屋市中川区春田３－９シャト常　勤:    1 眼   現存
     ウー城山１０１ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184100,186,7 常磐クリニック 〒454-0818 052-361-0010氏田　剛 氏田　剛 平 7. 6. 1消   外   内  診療所
     　中川186 名古屋市中川区松葉町２－７３ 常　勤:    1 新規 整外 こう 皮ひ現存
     (医       1) 平28. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185100,189,1 医療法人伸和會野崎ク〒454-0943 052-303-3811医療法人伸和會　理事野崎　宗信 平 8. 1. 1一般        19診療所
     　中川189 リニック 名古屋市中川区大当郎１－１９０常　勤:    7長　野崎　宗信 組織変更 産婦 小   婦  療養病床
     ３ (医       6) 平29. 1. 1麻   現存
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      21)
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 1186100,191,7 医療法人西川整形外科〒454-0963 052-303-3333医療法人西川整形外科西川　彰治 平 8. 1. 1整外 診療所
     　中川191 名古屋市中川区水里２－３３３ 常　勤:    1　理事長　西川　彰治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187100,192,5 中西耳鼻咽候科 〒454-0867 052-363-8590中西　泰夫 中西　泰夫 平 8. 4. 1耳   気食 アレ診療所
     　中川192 名古屋市中川区広田町１－１１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188100,196,6 朝日医院 〒454-0012 052-332-2260医療法人朝日医院　理郷治　光廣 平 9. 1. 1消   内   循  診療所
     　中川196 名古屋市中川区尾頭橋３－１４－常　勤:    1事長　郷治　光廣 組織変更 現存
     ２０ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189100,197,4 八幡クリニック 〒454-0031 052-361-0577医療法人寿会八幡クリ白木　里香 平 9. 1. 1皮   内   小  診療所
     　中川197 名古屋市中川区八幡本通２－２４常　勤:    1ニック　理事長　白木 組織変更 アレ 現存
     (医       1)　里香 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190100,200,6 医療法人一色診療所 〒454-0945 052-301-6161医療法人一色診療所　坂野　哲哉 平 9. 4. 1外   内   形外診療所
     　中川200 名古屋市中川区下之一色町波花９常　勤:    2理事長　坂野　哲哉 組織変更 現存
     ３ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191100,203,0 滝メンタルクリニック〒454-0866 052-363-3332滝　良明 滝　良明 平 9. 7. 1心内 神   精  診療所
     　中川203 名古屋市中川区東中島町４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192100,204,8 稲本整形外科クリニッ〒454-0035 052-363-6001稲本　正博 稲本　正博 平 9.10. 1整外 外   リウ診療所
     　中川204 ク 名古屋市中川区八熊通り４－４８常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193100,205,5 藤原クリニック 〒454-0997 052-439-1031医療法人藤原クリニッ藤原　義久 平10. 1. 1内   小   診療所
     　中川205 名古屋市中川区万場１－１１５ 常　勤:    1ク　理事長　藤原　義 組織変更 現存
     (医       1)久 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194100,206,3 医療法人さとう整形外〒454-0943 052-304-0300医療法人さとう整形外佐藤　士郎 平10. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　中川206 科 名古屋市中川区大当郎１－１３０常　勤:    2科　理事長　佐藤　士 組織変更 現存
     ４ (医       1)郎 平28. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1195100,208,9 医療法人良仁会増森ク〒454-0962 052-302-8787医療法人良仁会　理事増森　二良 平10. 7. 1内   皮   ひ  診療所
     　中川208 リニック 名古屋市中川区戸田３－１７１７常　勤:    2長　増森　二良 組織変更 耳   小   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196100,209,7 昭和橋耳鼻咽喉科 〒454-0852 052-659-0123楊　純嘉 楊　純嘉 平10. 9. 1耳   アレ 診療所
     　中川209 名古屋市中川区昭和橋通２－２９常　勤:    1 新規 現存
     メゾンアサヒⅠ１階 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197100,210,5 医療法人八王子整形外〒454-0912 052-363-1112医療法人八王子整形外森　和彦 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　中川210 科 名古屋市中川区野田２－４３６ 常　勤:    1科　理事長　森　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198100,211,3 佐藤是医院 〒454-0837 052-353-1151医療法人佐藤是医院　佐藤　幸雄 平10.10. 1胃   内   外  診療所
     　中川211 名古屋市中川区中野新町３－１０常　勤:    2理事長　佐藤　幸雄 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199100,212,1 さつき内科クリニック〒454-0814 052-362-7611荒川　明 荒川　明 平10.12. 1内   消   診療所
     　中川212 名古屋市中川区五月南通１－１４常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200100,213,9 森島耳鼻咽喉科医院 〒454-0034 052-352-3461森島　夏樹 森島　夏樹 平11. 4. 1耳   診療所
     　中川213 名古屋市中川区五女子町５－６６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201100,214,7 共愛病院 〒454-0945 052-301-8111社会福祉法人共愛会　山田　茂生 平17. 4. 1療養        52病院
     　中川214 名古屋市中川区下之一色町字権野常　勤:    4理事長　横江　金夫 移動 内   整外 眼  現存
     １４８－１ (医       3) 平29. 4. 1耳い 皮   
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202100,215,4 加藤クリニック 〒454-0046 052-362-7001加藤　政隆 加藤　政隆 平16. 8.16内   胃   外  診療所
     　中川215 名古屋市中川区神郷町１－２４ 常　勤:    1 移動 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203100,216,2 岡本医院分院 〒454-0945 052-303-6272医療法人吉祥会　理事岡本　富美子 平11. 7. 1一般        11診療所
     　中川216 名古屋市中川区下之一色町中ノ切常　勤:    1長　岡本　明彦 組織変更 内   現存
     ５６ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1204100,217,0 偕行会セントラルクリ〒454-0932 052-363-7373医療法人偕行会　理事春日　弘毅 平11. 8. 1内   診療所
     　中川217 ニック 名古屋市中川区中島新町３－２５常　勤:    2長　川原　弘久 新規 現存
     １８ (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205100,219,6 さくらこどもクリニッ〒454-0926 052-352-8128医療法人紀泉会　理事山田　美佐子 平11.10. 1小   内   診療所
     　中川219 ク 名古屋市中川区打出２－１９９－常　勤:    1長　山田　美佐子 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206100,223,8 医療法人西口整形外科〒454-0971 052-432-3003医療法人西口整形外科西口　健二郎 平12. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　中川223 名古屋市中川区富田町千音寺間渡常　勤:    2　理事長　西口　健二 組織変更 外   内   現存
     里２８８３ (医       2)郎 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207100,225,3 やまだ耳鼻咽喉科 〒454-0972 052-431-1133山田　剛寛 山田　剛寛 平12. 5. 1耳   アレ 診療所
     　中川225 名古屋市中川区新家１－１６１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208100,226,1 医療法人真晴会岡本ク〒454-0023 052-351-8234医療法人真晴会岡本ク岡本　伸夫 平12. 5. 1内   胃   放  診療所
     　中川226 リニック 名古屋市中川区石場町４－５１ 常　勤:    1リニック　理事長　岡 組織変更 現存
     (医       1)本　伸夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209100,227,9 小塚内科クリニック 〒454-0954 052-309-3021小塚　正雄 小塚　正雄 平12. 6. 1内   診療所
     　中川227 名古屋市中川区江松１－１９１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210100,229,5 たかはし皮膚科 〒454-0972 052-431-2211高橋　慎司 高橋　慎司 平12. 6. 1皮   アレ 小  診療所
     　中川229 名古屋市中川区新家１－１６１１常　勤:    1 新規 現存
     アズタウン医療ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211100,230,3 永田内科クリニック 〒454-0972 052-439-2112永田　章 永田　章 平12. 7. 1内   小   呼  診療所
     　中川230 名古屋市中川区新家１－１６１１常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     アズタウン医療ビル２階 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212100,231,1 加藤内科 〒454-0911 052-361-5995加藤　清弥 加藤　清弥 平12. 7. 1内   小   皮  診療所
     　中川231 名古屋市中川区高畑３－２０９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 1213100,232,9 耳鼻咽喉科田崎クリニ〒454-0842 052-365-4133田崎　洋 田崎　洋 平12. 9. 1耳   診療所
     　中川232 ック 名古屋市中川区宮脇町１－１４１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214100,233,7 佐井眼科クリニック 〒454-0912 052-361-6886佐井　紹謙 佐井　紹謙 平13. 4. 1眼   診療所
     　中川233 名古屋市中川区野田１－６１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215100,234,5 松井医院 〒454-0048 052-351-9103松井　啓 松井　啓 平13. 4. 1内   循   小  診療所
     　中川234 名古屋市中川区元中野町３－５５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216100,235,2 酒井医院 〒454-0035 052-361-0771医療法人喜千会　理事酒井　潔 平13. 4. 1内   他   小  診療所
     　中川235 名古屋市中川区八熊通６－５９ 常　勤:    1長　酒井　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217100,237,8 こうさか眼科 〒454-0972 052-432-8880高坂　昌志 高坂　昌志 平13. 8. 1一般         1診療所
     　中川237 名古屋市中川区新家２－１７０９常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218100,240,2 医療法人大塚整形外科〒454-0932 052-361-5158医療法人大塚整形外科大塚　嘉久 平13.10. 1整外 皮   リハ診療所
     　中川240 名古屋市中川区中島新町３－２３常　勤:    2　理事長　大塚　嘉彦 組織変更 リウ 現存
     ０７ (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219100,241,0 名古屋放射線診断クリ〒454-0933 052-353-7211医療法人名古屋放射線西尾　正美 平14. 2. 1内   放   診療所
     　中川241 ニック 名古屋市中川区法華１－１６２ 常　勤:    1診断財団　理事長　岩 新規 現存
     (医       1)田　宏 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220100,242,8 うえむら整形外科 〒454-0837 052-361-5030上村　万治 上村　万治 平14. 4.18整外 リハ リウ診療所
     　中川242 名古屋市中川区中野新町５－３９常　勤:    1 交代 内   外   皮  現存
     (医       1) 平26. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221100,246,9 ひさだファミリークリ〒454-0932 052-352-1000久田　正純 久田　正純 平15. 7. 1内   消   外  診療所
     　中川246 ニック 名古屋市中川区中島新町３－１２常　勤:    1 新規 皮   小   リハ現存
     ０１ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1222100,248,5 伊藤内科 〒454-0012 052-321-1888伊藤　哲也 伊藤　健一 平16. 1. 1内   小   放  診療所
     　中川248 名古屋市中川区尾頭橋３－４－１常　勤:    2 交代 現存
     ２ (医       1) 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223100,250,1 山王クリニック 〒454-0004 052-322-4777北村　隆児 北村　隆児 平16. 5. 1整外 外   脳外診療所
     　中川250 名古屋市中川区西日置２－３－５常　勤:    1 交代 内   リウ リハ現存
     名鉄交通ビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224100,251,9 眼科明眼院 〒454-0843 052-355-0007馬嶋　清如 馬嶋　清如 平16. 8. 1眼   診療所
     　中川251 名古屋市中川区大畑町２－１４－常　勤:    1 交代 現存
     １コーポ奈津１階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225100,252,7 太田内科クリニック 〒454-0921 052-362-1771太田　一隆 太田　一隆 平16.10. 1内   呼   小  診療所
     　中川252 名古屋市中川区中郷４－４５ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226100,253,5 きたがわクリニック 〒454-0964 052-303-5533北川　仁美 北川　仁美 平16.10. 1内   小   消  診療所
     　中川253 名古屋市中川区富永３－９３－１常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227100,254,3 はやせ希望クリニック〒454-0818 052-355-3533医療法人バームリンデ早瀬　修平 平17. 1. 1内   循   呼  診療所
     　中川254 名古屋市中川区松葉町４－６０ 常　勤:    1ン　理事長　早瀬　修 組織変更 胃   リハ 外  現存
     (医       1)平 平29. 1. 1整外 小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228100,255,0 安保クリニック 〒454-0837 052-369-5522安保　泰宏 安保　泰宏 平17. 5. 1内   循   小  診療所
     　中川255 名古屋市中川区中野新町１－２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229100,256,8 いとうクリニック 〒454-0967 052-309-1230伊藤　文哉 伊藤　文哉 平17. 8. 1内   循   呼  診療所
     　中川256 名古屋市中川区戸田西３－１８１常　勤:    1 新規 放   現存
     ５ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230100,258,4 おかだ内科 〒454-0866 052-364-0555医療法人健楽会　理事岡田　充弘 平18. 5. 1内   循   リハ診療所
     　中川258 名古屋市中川区東中島町５－２８常　勤:    1長　岡田　充弘 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1231100,260,0 医療法人　浅井クリニ〒454-0927 052-352-0021医療法人浅井クリニッ浅井　喜久雄 平18.10. 2外   内   皮  診療所
     　中川260 ック 名古屋市中川区打中２－１０５ 常　勤:    1ク　理事長　浅井　喜 組織変更 胃   こう 現存
     (医       1)久雄 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232100,262,6 曽我内科クリニック 〒454-0971 052-431-6147医療法人千珠会　理事曽我　太郎 平19. 1. 1内   小   診療所
     　中川262 名古屋市中川区富田町千音寺仏供常　勤:    1長　曽我　太郎 組織変更 現存
     田３１３３ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233100,263,4 すずき内科クリニック〒454-0053 052-369-3515医療法人すずき内科ク鈴木　賢治 平19. 4. 1内   循   小  診療所
     　中川263 名古屋市中川区外新町２－４５ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 現存
     (医       1)木　賢治 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234100,264,2 あおい内科 〒454-0877 052-364-2500医療法人青樹会　理事青井　直樹 平19. 4. 1内   循   消  診療所
     　中川264 名古屋市中川区八田町１１０６ 常　勤:    2長　青井　直樹 組織変更 リウ 小   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235100,265,9 戸田ファミリークリニ〒454-0961 052-439-0039丹羽　政宏 丹羽　政宏 平19.11. 1内   皮   小  診療所
     　中川265 ック 名古屋市中川区戸田明正２－３０常　勤:    1 新規 整外 脳外 現存
     １戸田メディカルビル１Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236100,266,7 あんどう皮フ科 〒454-0994 052-737-7781安藤　浩一 安藤　浩一 平20. 4. 1皮   診療所
     　中川266 名古屋市中川区長須賀３－７０４常　勤:    1 新規 現存
     光曜圓１階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237100,267,5 医療法人紫陽　クリニ〒454-0932 052-369-1313医療法人紫陽　理事長吉水　俊洋 平20. 4. 1一般        19診療所
     　中川267 ックサンセール 名古屋市中川区中島新町２－３１常　勤:    1　吉水　俊洋 組織変更 内   他   整外現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1リハ 小   
     非常勤:    5 消内
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238100,268,3 やぐま眼科クリニック〒454-0035 052-352-6200医療法人社団大樹会　末森　央美 平20.11. 1眼   診療所
     　中川268 名古屋市中川区八熊通６－５７ 常　勤:    1理事長　田邉　直樹 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239100,270,9 安藤医院 〒454-0861 052-361-5863森川　史郎 森川　史郎 平21. 4. 1内   ひ   皮  診療所
     　中川270 名古屋市中川区荒子町大門西４６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1240100,274,1 松本ファミリークリニ〒454-0994 052-737-5381医療法人松本ファミリ松本　幸三 平23. 5. 1他   外   内  診療所
     　中川274 ック 名古屋市中川区長須賀３－７０４常　勤:    1ークリニック　理事長 組織変更 小   現存
     光曜圓１階 (医       1)　松本　幸三 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241100,276,6 福井医院 〒454-0833 052-361-2816医療法人　和香会　理福井　隆男 平23. 7. 1内   小   診療所
     　中川276 名古屋市中川区上脇町２－８７ 常　勤:    1事長　福井　隆男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242100,277,4 医療法人生生会まつか〒454-0926 052-352-3250医療法人生生会　理事小川　周二 平24. 4. 1一般        56病院
     　中川277 げシニアホスピタル 名古屋市中川区打出２－３４７ 常　勤:    7長　安藤　琢弥 新規 療養       232現存
     (医       7) 平30. 4. 1精神        92
     非常勤:   43 内   精   リハ
     (医      43) 他   心内 神内
     外   整外 皮  
     眼   放   
     内分泌内、循内
     、消内、老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243100,278,2 はしもと内科 〒454-0943 052-303-1020橋本　恵里加 橋本　恵里加 平27.11. 1内   小   他  診療所
     　中川278 名古屋市中川区大当郎２－１１０常　勤:    1 移動 他は、消化器内現存
     １ (医       1) 平27.11. 1科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244100,280,8 若葉ファミリークリニ〒454-0915 052-419-6363内藤　紀武 内藤　紀武 平24. 8. 1内   小   皮  診療所
     　中川280 ック 名古屋市中川区横井２－１立松ビ常　勤:    1 新規 リハ アレ 現存
     ル１階 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245100,281,6 八田整形外科クリニッ〒454-0873 052-364-8844橘　成志 橘　成志 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　中川281 ク 名古屋市中川区上高畑２－６５ 常　勤:    1 新規 他   外   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246100,283,2 佐藤あつしクリニック〒454-0872 052-352-2311佐藤　温 佐藤　温 平25. 9. 1内   小   他  診療所
     　中川283 名古屋市中川区万町４０３ 常　勤:    1 新規 消化器内科、呼現存
     (医       1) 平25. 9. 1吸器内科、血液
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247100,284,0 柿沢内科 〒454-0803 052-361-2121柿澤　弘章 柿澤　弘章 平25. 9. 2内   小   他  診療所
     　中川284 名古屋市中川区豊成町１　豊成団常　勤:    1 交代 糖尿病内科、代現存
     地２号棟１階 (医       1) 平25. 9. 2謝・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248100,285,7 あおなみ小本アイクリ〒454-0871 052-355-8888青山　裕美子 青山　裕美子 平26. 2. 1眼   診療所
     　中川285 ニック 名古屋市中川区柳森町４０３Ｐｅ常　勤:    1 新規 現存
     ｎｎビル２階 (医       1) 平26. 2. 1
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 1249100,286,5 キリン診療所 〒454-0047 052-304-7089医療法人社団キリン診森田　伸 平26.11. 7一般 診療所
     　中川286 名古屋市中川区中野本町１－１ 常　勤:    2療所　理事長　森田　 移動     一般     9現存
     (医       2)伸 平26.11. 7内   心内 皮  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250100,287,3 あらこ整形外科リウマ〒454-0825 052-352-3335 屋　 起 屋　 起 平26. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     　中川287 チ科クリニック 名古屋市中川区好本町２－７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251100,291,5 こもと整形外科 〒454-0871 052-369-2233医療法人慈幸会　理事佐藤　義郎 平26. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　中川291 名古屋市中川区柳森町１７０３ 常　勤:    1長　佐藤　義郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252100,292,3 富田クリニック 〒454-0957 052-301-1212伊藤　正博 伊藤　正博 平26. 8.16内   外   整外診療所
     　中川292 名古屋市中川区かの里２－５０４常　勤:    1 移動 小   皮   ひ  現存
     (医       1) 平26. 8.16リハ 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253100,293,1 こいで整形外科 〒454-0011 052-321-8181医療法人敬真会　理事小出　敬之 平27. 1. 1整外 外   リハ診療所
     　中川293 名古屋市中川区山王４－５－５安常　勤:    1長　小出　敬之 組織変更 リウ 現存
     田ビル４階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254100,295,6 野村医院 〒454-0802 052-351-6261石川　敦子 石川　敦子 平27. 9.21他   内   小  診療所
     　中川295 名古屋市中川区福住町１－５ 常　勤:    1 交代 眼   リハ 現存
     (医       1) 平27. 9.21糖尿病内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255100,296,4 糖尿病・甲状腺　春田〒454-0985 052-387-6000梅田　大視 梅田　大視 平27.11. 1内   他   診療所
     　中川296 駅前うめだクリニック名古屋市中川区春田３－７３ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科　内現存
     (医       1) 平27.11. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256100,297,2 高畑耳鼻咽喉科 〒454-0911 052-351-3277杉本　良介 杉本　良介 平28. 2. 1耳い 診療所
     　中川297 名古屋市中川区高畑３－８３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257100,298,0 小寺医院 〒454-0912 052-363-6110小寺　玲子 小寺　玲子 平28. 4. 1内   小   他  診療所
     　中川298 名古屋市中川区野田２－９１ 常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     (医       1) 平28. 4. 1分泌内科
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 1258100,299,8 山口医院 〒454-0962 052-302-1115医療法人山口医院　理山口　仁 平28. 4. 1外   内   他  診療所
     　中川299 名古屋市中川区戸田３－１９０１常　勤:    1事長　山口　仁 組織変更 整外 皮   小  現存
     (医       1) 平28. 4. 1他は、消化器内
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259100,300,4 うめだ整形外科 〒454-0967 052-309-2171医療法人ＣｉｔｙＣａ梅田　仁視 平28. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     　中川300 名古屋市中川区戸田西３－１７０常　勤:    1ｒｅ　理事長　梅田　 組織変更 現存
     ２ (医       1)仁視 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260100,301,2 まつば公園こどもクリ〒454-0825 052-369-2230福田　稔 福田　稔 平29. 4. 1小   診療所
     　中川301 ニック 名古屋市中川区好本町３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261100,302,0 なかがわ在宅クリニッ〒454-0012 052-339-2855医療法人弘明会　理事吉田　真理 平29. 4. 1内   診療所
     　中川302 ク 名古屋市中川区尾頭橋４－８－１常　勤:    1長　吉田　真理 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262100,303,8 五女子クリニック 〒454-0031 052-355-5204医療法人想生会　理事牧野　義典 平29.10. 1心内 精   他  診療所
     　中川303 名古屋市中川区八幡本通１－４７常　勤:    1長　牧野　義典 組織変更 他は児童精神科現存
     －５ (医       1) 平29.10. 1、老年精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263100,304,6 うえだ皮フ科内科クリ〒454-0936 052-352-1241医療法人社団南祐会　上田　素子 平30. 1. 1皮   アレ 他  診療所
     　中川304 ニック 名古屋市中川区高杉町３４ 常　勤:    2理事長　上田　素子 組織変更 内   現存
     (医       2) 平30. 1. 1他：美内、漢内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264100,305,3 たいようファミリーク〒454-0852 052-355-8111加藤　友也 加藤　友也 平30. 4. 1内   他   整外診療所
     　中川305 リニック 名古屋市中川区昭和橋通１－１５常　勤:    2 新規 小   現存
     －５ (医       2) 平30. 4. 1他：循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265110,021,4 公益財団法人名古屋港〒455-0037 052-661-1691公益財団法人名古屋港荒川　武実 昭35. 9. 3一般       142病院
     (111,021,9) 湾福利厚生協会臨港病名古屋市港区名港２－９－４３ 常　勤:   12湾福利厚生協会　理事 療養        44現存
     　港21 院 (医      10)長　系井　辰夫 平29. 9. 3内   外   整外
     (歯       2) 脳外 皮   婦  
     非常勤:   13 眼   耳い リハ
     (医      13) 放   歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266110,030,5 大同特殊鋼築地診療所〒455-0022 052-691-2888大同特殊鋼株式会社　都築　實紀 昭35. 9.24内   外   診療所
     　港30 名古屋市港区竜宮町１０ 常　勤:    1代表取締役社長執行役 現存
     (医       1)員　石黒　武 平29. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1267110,032,1 独立行政法人労働者健〒455-0018 052-652-5511独立行政法人労働者健加藤　文彦 昭35. 7.27一般       556地域支援
     (111,032,6) 康安全機構　中部労災名古屋市港区港明１－１０－６ 常　勤:  127康安全機構　理事長　 内   他   心内病院
     　港32 病院 (医     124)有賀　徹 平29. 7.27精   神内 小  現存
     (歯       3) 外   呼外 整外
     非常勤:    7 形外 脳外 心外
     (医       7) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   歯外
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268110,040,4 名古屋掖済会病院附属〒455-0033 052-651-1158一般社団法人日本海員今村　陽子 昭63. 9. 1内   外   皮  診療所
     　港40 埠頭診療所 名古屋市港区港町１－９ 常　勤:    1掖済会　会長　谷山　 小   放   現存
     (医       1)將 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269110,050,3 みなと医療生活協同組〒455-0014 052-651-5461みなと医療生活協同組三浦　洋子 平 9.10. 6内   小   放  診療所
     　港50 合みなと診療所 名古屋市港区港楽３－７－１８　常　勤:    1合　理事長　尾関　俊 移動 現存
     １階 (医       1)紀 平24.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270110,053,7 みなと医療生活協同組〒455-0832 052-381-8188みなと医療生活協同組木村　弘 平21. 6. 1内   小   放  診療所
     　港53 合宝神生協診療所 名古屋市港区宝神３－２１０７－常　勤:    1合　理事長　尾関　俊 移動 現存
     ２ (医       1)紀 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271110,057,8 日比クリニック 〒455-0003 052-651-7185日比　英世 日比　英世 平 2. 6. 1一般    診療所
     　港57 名古屋市港区辰巳町４１－１５ 常　勤:    1 皮   外   整外現存
     (医       1) 平29. 6. 1小   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272110,059,4 小串耳鼻咽喉科医院 〒455-0037 052-661-6453小串　雅昭 小串　雅昭 昭50. 3. 1耳   診療所
     　港59 名古屋市港区名港１－１７－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273110,066,9 みなと医療生活協同組〒455-0801 052-382-4616みなと医療生活協同組三室　信博 平17.10. 3内   小   放  診療所
     　港66 合当知診療所 名古屋市港区小碓２－２８４ 常　勤:    1合　理事長　尾関　俊 移動 現存
     (医       1)紀 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274110,070,1 菱田皮膚科 〒455-0063 052-653-6662菱田　宏 菱田　宏 平 3. 7.25皮ひ 診療所
     　港70 名古屋市港区金船町１－１－１５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1275110,071,9 名古屋市医師会港区休〒455-0014 052-653-7878一般社団法人名古屋市今村　修治 平22. 4. 1内   小   診療所
     　港71 日急病診療所 名古屋市港区港楽２－６－１８ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     (医       1)洋一 平28. 4. 1
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276110,072,7 田中外科 〒455-0803 052-382-7528田中　良正 田中　良正 昭49.11. 1外   整外 脳外診療所
     　港72 名古屋市港区入場１－１２３ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277110,082,6 医療法人幸会　岡田整〒455-0053 052-652-5251医療法人幸会　理事長西井　裕和 平26. 4. 1一般        19診療所
     　港82 形外科内科 名古屋市港区名四町１８５ 常　勤:    3　岡田　太郎 その他 整外 リウ リハ現存
     (医       3) 平26. 4. 1内   小   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278110,086,7 吉田医院 〒455-0036 052-661-2263吉田　智彦 吉田　智彦 昭55.10. 1内   皮   眼  診療所
     　港86 名古屋市港区浜１－１－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279110,089,1 医療法人弘青会早瀬内〒455-0822 052-382-1115医療法人弘青会　理事早瀬　元也 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     　港89 科クリニック 名古屋市港区甚兵衛通２－２６－常　勤:    1長　早瀬　元也 移動 呼   現存
     ２ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280110,092,5 中川胃腸科外科 〒455-0882 052-302-2212中川　俊廣 中川　俊廣 昭57. 1. 1内   胃   外  診療所
     　港92 名古屋市港区小賀須３－１６１２常　勤:    1 その他 こう 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281110,096,6 医療法人幸会南陽病院〒455-0882 052-303-3181医療法人幸会　理事長山田　義明 昭59. 3. 1一般        51病院
     　港96 名古屋市港区小賀須３－１１０１常　勤:    2　岡田　太郎 療養        48現存
     (医       2) 平29. 3. 1内   整外 外  
     非常勤:   32 小   眼   
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282110,097,4 羽田野医院 〒455-0842 052-381-1963羽田野　徹夫 羽田野　徹夫 昭59. 4. 2内   小   皮  診療所
     　港97 名古屋市港区稲永４－４－１５ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平29. 4. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1283110,103,0 山口医院 〒455-0842 052-381-2147山口　欽也 山口　欽也 昭63. 9. 1内   消   小  診療所
     　港103 名古屋市港区稲永４ー１－２７ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284110,106,3 川崎医院 〒455-0015 052-661-2383吉野　爽太 吉野　爽太 平元. 4. 1内   小   放  診療所
     　港106 名古屋市港区港栄４－４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285110,107,1 医療法人堂満医院 〒455-0884 052-301-8840医療法人堂満医院　理堂満　計哉 平元.11. 1内   外   小  診療所
     　港107 名古屋市港区七反野２－２３０２常　勤:    1事長　堂満　計哉 リハ 他   現存
     (医       1) 平28.11. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286110,109,7 東洋病院 〒455-0074 052-383-1155医療法人純正会　理事高見　修治 平元. 6. 1一般        42病院
     (111,109,2) 名古屋市港区正保町３－３８ 常　勤:    4長　山本　純 療養        88現存
     　港109 (医       3) 平28. 6. 1内   小   外  
     (歯       1) 整外 リハ 歯  
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287110,111,3 医療法人仁洋会　伊藤〒455-0004 052-651-9211医療法人仁洋会　理事伊藤　貴子 平 2. 5. 1小   内   診療所
     　港111 医院 名古屋市港区津金１－１３－２９常　勤:    1長　伊藤　貴子 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288110,113,9 医療法人浅野眼科 〒455-0803 052-381-5770医療法人浅野眼科　理浅野　隆 平 3. 7. 1眼   診療所
     　港113 名古屋市港区入場１－３００９ 常　勤:    1事長　浅野　隆 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289110,114,7 やまもと医院 〒455-0884 052-302-8080山本　純 山本　純 平 4. 1. 1内   胃   消  診療所
     　港114 名古屋市港区七反野１－２０１７常　勤:    1 小   外   リハ現存
     －１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290110,116,2 内藤耳鼻咽喉科 〒455-0067 052-381-0530内藤　雅夫 内藤　雅夫 平 4. 6. 1内   小   耳  診療所
     　港116 名古屋市港区港北町２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291110,117,0 医療法人圭翔会　永井〒455-0037 052-653-7546医療法人圭翔会　理事永井　之介 平 4.10. 1外   他   内  診療所
     　港117 医院 名古屋市港区名港１－２０－１０常　勤:    2長　永井　　之介 こう外、乳外 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292110,119,6 医療法人雄峰会まのレ〒455-0884 052-302-8885医療法人雄峰会　理事真野　寿雄 平 5. 2. 1一般        19診療所
     　港119 ディスクリニツク 名古屋市港区七反野１－８０６－常　勤:    2長　眞野　紀雄 産   婦   小  現存
     １ (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1293110,121,2 汐止クリニック 〒455-0845 052-381-6934山田　大介 山田　大介 平13. 6. 1内   小   リハ診療所
     　港121 名古屋市港区野跡４－６－９－１常　勤:    1 移動 現存
     ０１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294110,122,0 小島内科クリニック 〒455-0832 052-384-1515小島　洋二 小島　洋二 平 5.10. 1内   消   小  診療所
     　港122 名古屋市港区宝神３－２３１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295110,123,8 たけだ医院 〒455-0881 052-303-7710武田　敦 武田　敦 平 5.10. 1内   外   皮  診療所
     　港123 名古屋市港区船頭場５－８２０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296110,125,3 医療法人江崎医院 〒455-0037 052-661-2452医療法人江崎医院　理島田　則子 平 6. 4. 1内   外   皮ひ診療所
     　港125 名古屋市港区名港１－１８－１０常　勤:    1事長　島田　則子 組織変更 麻   リハ 小  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297110,126,1 林クリニック 〒455-0814 052-383-7111医療法人林クリニック林　隆司 平 7. 1. 1内   外   診療所
     　港126 名古屋市港区善南町１６ 常　勤:    1　理事長　　林　隆司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298110,131,1 医療法人土古医院 〒455-0069 052-661-9787医療法人土古医院　理植村　邦宏 平 8. 4. 1内   小   診療所
     　港131 名古屋市港区泰明町２－６ 常　勤:    1事長　植村　邦宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299110,132,9 稲永眼科医院 〒455-0842 052-398-2228佐藤　淑惠 佐藤　淑惠 平 8. 6. 1眼   診療所
     　港132 名古屋市港区稲永４－１１－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300110,133,7 坂野クリニック 〒455-0884 052-303-6611坂野　俊彦 坂野　俊彦 平 8.10. 1内   小   消  診療所
     　港133 名古屋市港区七反野１－９０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301110,138,6 医療法人かさまつ皮膚〒455-0887 052-304-1511医療法人かさまつ皮膚笠松　正憲 平17. 5. 1皮   小   診療所
     　港138 科 名古屋市港区福田２－９１２ 常　勤:    1科　理事長　笠松　正 移動 現存
     (医       1)憲 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302110,139,4 児玉クリニック 〒455-0863 052-301-3050児玉　裕幸 児玉　裕幸 平10. 8. 1内   小   診療所
     　港139 名古屋市港区新茶屋１－１３１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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 1303110,142,8 岡本医院本院 〒455-0881 052-309-2818医療法人吉祥会　理事岡本　明彦 平12. 2. 1一般        10診療所
     　港142 名古屋市港区船頭場２－１２３５常　勤:    1長　岡本　明彦 新規 療養         9現存
     (医       1) 平30. 2. 1内   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304110,143,6 たかのふぁみりぃクリ〒455-0804 052-398-8077髙野　好博 髙野　好博 平12. 9. 1内   消   小  診療所
     　港143 ニック 名古屋市港区当知４－１００８ 常　勤:    1 新規 リハ 皮   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305110,144,4 かたぎり小児科・アレ〒455-0803 052-398-0041片桐　雅博 片桐　雅博 平13. 4. 1小   アレ 診療所
     　港144 ルギー科 名古屋市港区入場２－２４０６サ常　勤:    1 新規 現存
     ンライズ入場１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306110,146,9 医療法人幸会クリニッ〒455-0041 052-665-3500医療法人幸会　理事長服部　満美子 平13. 9. 1内   小   診療所
     　港146 クおかだ 名古屋市港区幸町２－２５ 常　勤:    1　岡田　太郎 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307110,147,7 さかいクリニック 〒455-0041 052-651-7767酒井　徹 酒井　徹 平13.10. 1内   消   アレ診療所
     　港147 名古屋市港区幸町２－３９－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308110,149,3 いまむらクリニック 〒455-0806 052-383-1143今村　修治 今村　修治 平14. 2. 1内   診療所
     　港149 名古屋市港区明正１－２９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309110,154,3 服部内科・小児科医院〒455-0825 052-383-3030医療法人服部内科・小服部　隆康 平15.10. 1内   消   小  診療所
     　港154 名古屋市港区多加良浦町５－１ 常　勤:    2児科医院　理事長　服 組織変更 現存
     (医       2)部　隆康 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310110,156,8 あおなみクリニック 〒455-0075 052-665-5552長谷川　恒雄 長谷川　恒雄 平17. 3. 1内   胃   小  診療所
     　港156 名古屋市港区正徳町１－１０ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311110,158,4 坂本整形外科 〒455-0074 052-389-1200坂本　日出雄 坂本　日出雄 平18. 1. 1整外 リハ 診療所
     　港158 名古屋市港区正保町２－９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312110,160,0 もりさき耳鼻咽喉科 〒455-0883 052-304-3341医療法人もりさき耳鼻森崎　博伸 平18. 4. 1耳い 診療所
     　港160 名古屋市港区知多１－１０４　パ常　勤:    1咽喉科　理事長　森崎 組織変更 現存
     ストラル知多１階 (医       1)　博伸 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1313110,161,8 医療法人中川整形外科〒455-0076 052-653-2591医療法人中川整形外科中川　克秀 平18. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　港161 名古屋市港区川間町１－１６２ 常　勤:    2　理事長　中川　克秀 組織変更 内   他   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314110,162,6 みなとファミリークリ〒455-0018 052-659-0017矢田　篤司 矢田　篤司 平18.10. 1内   小   皮  診療所
     　港162 ニック 名古屋市港区港明１－１－２メデ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ィカルビル１階 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315110,163,4 名港共立クリニック 〒455-0021 052-698-3077医療法人偕行会　理事佐藤　隆 平18.11. 1一般    診療所
     　港163 名古屋市港区木場町８－２０２ 常　勤:    1長　川原　弘久 新規 他   現存
     (医       1) 平24.11. 1透析内
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316110,164,2 桑山産婦人科・眼科 〒455-0001 052-661-0211桑山　知之 桑山　知之 平19. 2. 3一般        18診療所
     　港164 名古屋市港区七番町３－１８ 常　勤:    2 交代 産婦 眼   現存
     (医       2) 平25. 2. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317110,165,9 なんよう眼科クリニッ〒455-0873 052-302-7770医療法人春光会　理事野村　秀樹 平19. 4. 1眼   診療所
     　港165 ク 名古屋市港区春田野１－２８１２常　勤:    1長　野村　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318110,166,7 はしもと内科クリニッ〒455-0803 052-383-7001橋元　恭士 橋元　恭士 平19. 5. 1内   呼   循  診療所
     　港166 ク 名古屋市港区入場１－５０２みな常　勤:    1 新規 現存
     とメディカルステーション１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319110,167,5 今井医院 〒455-0067 052-384-0017今井　誠司 今井　誠司 平19. 5. 1内   小   診療所
     　港167 名古屋市港区港北町２－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320110,168,3 アイクリニックみなと〒455-0813 052-382-7535高橋　広 高橋　広 平22.11. 1眼   診療所
     　港168 名古屋市港区善進本町１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321110,169,1 ツボウチ整形外科 〒455-0815 052-737-5880坪内　俊二 坪内　俊二 平20. 5. 1整外 リハ 診療所
     　港169 名古屋市港区油屋町３－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
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 1322110,170,9 東港クリニック 〒455-0013 052-651-8556河出　昌也 河出　昌也 平20. 9. 1内   他   小  診療所
     　港170 名古屋市港区港陽３－１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323110,171,7 クリニックいとう 〒455-0001 052-654-3700伊藤　洋 伊藤　洋 平20.10. 1内   他   小  診療所
     　港171 名古屋市港区七番町２－１２－１常　勤:    1 新規 肝内・消内・美現存
     (医       1) 平26.10. 1皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324110,173,3 あおぞらクリニック 〒455-0803 052-383-0777酒井　広隆 酒井　広隆 平21.11. 1心内 精   診療所
     　港173 名古屋市港区入場１－５０２みな常　勤:    1 新規 現存
     とメディカルステーション２階 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325110,175,8 南陽クリニック 〒455-0863 052-309-3711医療法人士正会　理事内田　潔 平23. 4. 1内   他   小  診療所
     　港175 名古屋市港区新茶屋１－１７２９常　勤:    1長　増井　利彦 新規 現存
     －２ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326110,176,6 よこやまクリニック 〒455-0801 052-389-2212横山　智輝 横山　智輝 平23. 7. 1内   外   眼  診療所
     　港176 名古屋市港区小碓２－６０ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327110,177,4 水谷医院 〒455-0068 052-381-2016社会福祉法人昌明福祉水谷　秀子 平24. 4. 1内   小   眼  診療所
     　港177 名古屋市港区土古町２－２１－８常　勤:    1会　理事長　水谷　昌 交代 現存
     (医       1)明 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328110,178,2 たわだリハビリクリニ〒455-0885 052-302-3001医療法人ＴＲＣ　理事多和田　忍 平24. 8. 1リハ 整外 他  診療所
     　港178 ック 名古屋市港区八百島２－６０５ 常　勤:    1長　多和田　忍 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329110,180,8 まるやま泌尿器科クリ〒455-0002 052-652-1103丸山　高広 丸山　高広 平25. 5. 1ひ   診療所
     　港180 ニック 名古屋市港区東海通５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1330110,181,6 医療法人東樹会　あず〒455-0032 052-653-1112医療法人東樹会　理事近藤　東仁 平25. 6. 1療養        90病院
     　港181 まリハビリテーション名古屋市港区入船２－１－１５ 常　勤:    3長　近藤　東仁 新規 リハ 現存
     病院 (医       3) 平25. 6. 1
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331110,182,4 港みみ・はな・のど・〒455-0015 052-653-1717荒木　幸絵 荒木　幸絵 平25.10. 1耳い 小   他  診療所
     　港182 クリニック 名古屋市港区港栄４－３－５コー常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ポラス吉桂Ａ (医       1) 平25.10. 1小耳い
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332110,183,2 安井眼科医院 〒455-0831 052-389-1185医療法人温和会　理事安井　修 平26. 4. 1一般         2診療所
     　港183 名古屋市港区十一屋２－４１６－常　勤:    1長　安井　修 組織変更 眼   現存
     ２ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333110,184,0 アイクリニック茶屋 〒455-0858 052-309-7839金子　芳江 金子　芳江 平28. 6. 1眼   診療所
     　港184 名古屋市港区西茶屋２－１１イオ常　勤:    1 新規 現存
     ンモール名古屋茶屋１階 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334110,185,7 ながしま内科 〒455-0857 052-303-6615医療法人実り会　理事長嶋　正仁 平28. 7. 1内   他   小  診療所
     　港185 名古屋市港区秋葉２－７－１ 常　勤:    2長　長嶋　正仁 組織変更 他は、糖尿病内現存
     (医       2) 平28. 7. 1分泌内科、循環
     非常勤:   11 器内科
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335110,186,5 はっとり耳鼻咽喉科 〒455-0822 052-384-8733医療法人はっとり耳鼻服部　輝昭 平28.10. 1耳い 小   診療所
     　港186 名古屋市港区甚兵衛通１－２６－常　勤:    1咽喉科　理事長　服部 組織変更 現存
     １ (医       1)　輝昭 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336110,187,3 糖尿病・甲状腺木場内〒455-0021 052-698-2298林　正幸 林　正幸 平30. 5. 1内   他   診療所
     　港187 科クリニック 名古屋市港区木場町８－５１ 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1337120,005,5 独立行政法人地域医療〒457-0866 052-691-7151独立行政法人地域医療絹川　常郎 昭33. 9. 1一般       663地域支援
     (121,005,0) 機能推進機構　中京病名古屋市南区三条１－１－１０ 常　勤:  199機能推進機構　理事長 内   神内 呼内病院
     　南5 院 (医     193)　尾身　茂 平24. 9. 1他   精   小  現存
     (歯       6) 外   心外 脳外
     非常勤:   21 歯外 呼外 整外
     (医      21) ひ   皮   形外
     産婦 眼   耳い
     放   麻   リハ
     病理 
     消内、循内、血
     ・腫内、分泌・
     糖内、腎内、救
     急、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338120,008,9 大同特殊鋼星崎診療所〒457-8545 052-611-9437大同特殊鋼株式会社　齋藤　政彦 昭35. 9. 3内   外   診療所
     　南8 名古屋市南区大同町２－３０ 常　勤:    1代表取締役社長執行役 現存
     (医       1)員　石黒　武 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339120,020,4 医療法人笠寺病院 〒457-0046 052-811-1151医療法人笠寺病院　理春日井　貴雄 昭47. 9. 3一般        85病院
     　南20 名古屋市南区松池町３－１９ 常　勤:    8事長　春日井　貴雄 療養        43現存
     (医       5) 平29. 9. 3内   他   神内
     (薬       3) 外   整外 皮  
     非常勤:   61 放   リハ 麻  
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340120,022,0 医療法人財団善常会　〒457-0046 052-811-9101医療法人財団善常会　岡田　温 昭35. 9. 3療養        95病院
     　南22 善常会リハビリテーシ名古屋市南区松池町１－１１ 常　勤:    8理事長　岡田　温 内   リハ 現存
     ョン病院 (医       6) 平29. 9. 3
     (薬       2)
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341120,024,6 あいせい紀年病院 〒457-0042 052-821-7701医療法人愛精会　理事杉浦　秀雄 昭35. 9.24精神       288病院
     　南24 名古屋市南区曽池町４－２８ 常　勤:    9長　森　隆夫 精   神内 整外現存
     (医       9) 平29. 9.24リウ 心内 リハ
     非常勤:    6 内   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342120,040,2 医療法人交正会笠寺精〒457-0051 052-821-9221医療法人交正会　理事竹谷　一雄 昭35. 9.24精神       180病院
     　南40 治寮病院 名古屋市南区笠寺町柚ノ木３ 常　勤:   12長　岩田　宗久 精   神   現存
     (医      11) 平29. 9.24
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1343120,048,5 南医療生活協同組合　〒457-0064 052-821-9201南医療生活協同組合　内山　集二 平20.12. 1内   小   耳い診療所
     　南48 星崎診療所 名古屋市南区星崎１－１２３ 常　勤:    1代表理事　成瀬　幸雄 移動 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344120,093,1 よびつぎクリニック 〒457-0014 052-811-0443林　時 林　時 平 7.11. 1内   小   眼  診療所
     　南93 名古屋市南区呼続２－１３－５ 常　勤:    4 移動 呼内 アレ 現存
     (医       3) 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345120,103,8 坪井整形外科 〒457-0073 052-822-1456坪井　弘光 坪井　弘光 平 3. 1. 1整外 診療所
     　南103 名古屋市南区西田町３－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346120,111,1 南医療生活協同組合　〒457-0827 052-611-1880南医療生活協同組合　岡川　行重 平15. 4. 1内   小   放  診療所
     　南111 たから診療所 名古屋市南区北頭町２－３５ 常　勤:    1代表理事　成瀬　幸雄 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347120,116,0 酒井耳鼻咽喉科 〒457-0836 052-612-3523酒井　文雄 酒井　文雄 昭44. 8. 1耳   小   診療所
     　南116 名古屋市南区加福本通２－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348120,122,8 医療法人名南会　名南〒457-0856 052-691-3171医療法人名南会　理事小南　重人 昭54. 7. 1一般       182病院
     　南122 病院 名古屋市南区南陽通５－１－３ 常　勤:   11長　三宅　隆史 内   神内 呼  現存
     (医      11) 平24. 7. 1消   循   小  
     非常勤:   50 外   整外 皮  
     (医      50) ひ   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349120,129,3 名古屋市医師会　南区〒457-0835 052-611-0990一般社団法人名古屋市伊藤　剛 平15. 3.23内   小   診療所
     　南129 休日急病診療所・南部名古屋市南区西又兵ヱ町４－８－常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     平日夜間急病センター１ (医       1)洋一 平27. 3.23
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350120,134,3 細川内科・皮フ科 〒457-0038 052-822-2100細川　孝 細川　孝 昭50. 5.17内   循   小  診療所
     　南134 名古屋市南区桜本町２－２０ 常　勤:    1 皮ひ 現存
     (医       1) 平29. 5.17
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1351120,139,2 太田内科 〒457-0012 052-822-3660太田　義治 太田　義治 昭54. 7. 1内   診療所
     　南139 名古屋市南区菊住２－１７－２３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352120,140,0 名南診療所 〒457-0862 052-691-2497医療法人名南会　理事大森　久紀 平15. 6.23内   呼内 小  診療所
     　南140 名古屋市南区内田橋２－９－３ 常　勤:    1長　三宅　隆史 移動 現存
     (医       1) 平27. 6.23
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353120,144,2 石川クリニック 〒457-0006 052-811-2223医療法人済美会　理事加藤　順子 平21. 4. 1内   婦   外  診療所
     　南144 名古屋市南区鳥栖１－１５－２８常　勤:    2長　加藤　順子 その他 小   整外 脳外現存
     (医       2) 平27. 4. 1リハ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354120,152,5 医療法人並木会並木ク〒457-0862 052-691-2000医療法人並木会　理事並木　祥代 平12.10. 1内   リハ 診療所
     　南152 リニック 名古屋市南区内田橋２－１０－２常　勤:    1長　並木　祥代 その他 現存
     ２ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355120,153,3 福田外科 〒457-0807 052-611-7793福田　巌 福田　巌 昭59. 6.11内   消   循  診療所
     　南153 名古屋市南区鶴見通１－３ 常　勤:    1 外   整外 現存
     (医       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356120,154,1 大同病院 〒457-0818 052-611-6261社会医療法人宏潤会　野々垣　浩二 昭60. 4. 1一般       394病院
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 常　勤:  121理事長　宇野　雄祐 結核        10現存
     　南154 (医     117) 平30. 4. 1内   他   リウ
     (歯       4) 神内 呼内 小  
     非常勤:  151 外   整外 皮  
     (医     146) ひ   産婦 眼  
     (歯       5) 耳い 麻   脳外
     リハ 放   歯外
     臨床 病理 歯  
     精   小外 
     血・化学内、糖
     ・分泌内、腫内
     、腎内、消内、
     内視内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357120,158,2 小野田眼科医院 〒457-0846 052-691-2469小野田　和成 小野田　和成 昭61. 1. 1眼   診療所
     　南158 名古屋市南区道徳通３－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 1358120,161,6 医療法人山和会　山口〒457-0836 052-611-6561医療法人山和会　理事山口　賢司 昭61.10. 1一般        60病院
     　南161 病院 名古屋市南区加福本通３－２８ 常　勤:    7長　山口　勇 外   消   整外現存
     (医       6) 平28.10. 1脳外 皮ひ 内  
     (薬       1) こう 放   リハ
     非常勤:   13 麻   リウ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359120,165,7 医療法人芙蓉会横瀬医〒457-0043 052-811-3036医療法人芙蓉会　理事横瀬　美年子 昭63. 1. 1眼   診療所
     　南165 院 名古屋市南区戸部町３－１ 常　勤:    2長　横瀬　美年子 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360120,167,3 津田医院 〒457-0846 052-691-3662津田　憲一 津田　憲一 昭63. 4. 1内   小   外  診療所
     　南167 名古屋市南区道徳通２－２０－２常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361120,169,9 医療法人名翔会名古屋〒457-0071 052-819-1850医療法人名翔会　理事石原　順 平18. 6. 1内   他   婦  診療所
     　南169 セントラルクリニック名古屋市南区千竈通７－１６－１常　勤:    2長　石原　順 移動 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362120,170,7 医療法人博豊会　井上〒457-0039 052-811-3550医療法人博豊会　理事井上　博基 昭64. 1. 1内   小   他  診療所
     　南170 医院 名古屋市南区西桜町７７ 常　勤:    1長　井上　博基 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363120,174,9 医療法人植谷医院 〒457-0005 052-811-3468医療法人植谷医院　植植谷　忠之 平 2.11. 1内   他   小  診療所
     　南174 名古屋市南区桜台１－１４－１ 常　勤:    1谷　忠之 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364120,176,4 耳鼻咽喉科おかもとク〒457-0846 052-612-3387岡本　啓孝 岡本　啓孝 平 8. 9. 1耳   診療所
     　南176 リニック 名古屋市南区道徳通２－６８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365120,177,2 医療法人紫雪会江崎整〒457-0003 052-822-1481医療法人紫雪会　理事向藤原　由花 平 4.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　南177 形外科 名古屋市南区鶴田１－７－２６ 常　勤:    1長　向藤原　由花 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1366120,180,6 広田ペインクリニック〒457-0058 052-823-6800廣田　高明 廣田　高明 平 5. 4. 1内   リハ 麻  診療所
     　南180 名古屋市南区前浜通４－１４－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367120,181,4 医療法人宮田医院 〒457-0847 052-691-1480医療法人宮田医院　理宮田　隆夫 平 5. 4. 1内   小   他  診療所
     　南181 名古屋市南区道徳新町５－２１ 常　勤:    2事長　宮田　隆夫 アレ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1循内、糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368120,184,8 こじま耳鼻咽喉科 〒457-0072 052-824-4133小島　秀嗣 小島　秀嗣 平 6. 4. 1耳   診療所
     　南184 名古屋市南区寺部通２－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369120,186,3 医療法人緑翔会小松病〒457-0058 052-821-8626医療法人緑翔会　理事小松　輝成 平 6. 7. 1一般        48病院
     　南186 院 名古屋市南区前浜通６－４５ 常　勤:    4長　小松　輝成 組織変更 療養        42療養病床
     (医       4) 平24. 7. 1内   外   整外現存
     非常勤:   19 脳外 胃   他  
     (医      19) こう 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370120,188,9 医療法人うらた皮膚科〒457-0058 052-811-2050医療法人うらた皮膚科浦田　喜子 平 7. 4. 1皮   診療所
     　南188 名古屋市南区前浜通４－１４－１常　勤:    2　理事長　浦田　喜子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371120,189,7 飯島内科クリニック 〒457-0846 052-691-1010飯島　直人 飯島　直人 平20. 7.15内   呼   循  診療所
     　南189 名古屋市南区道徳通２－３３ 常　勤:    1 移動 小   皮   アレ現存
     (医       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372120,191,3 安藤皮フ科 〒457-0863 052-692-6300安藤　讓一 安藤　讓一 平 8. 4. 1皮   診療所
     　南191 名古屋市南区豊１－３５－１９サ常　勤:    1 新規 現存
     ンシャインミナミⅡ１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373120,192,1 愛育診療所 〒457-0805 052-612-3357社会福祉法人名古屋キ堀江　重信 平 8. 4. 1小   整外 耳  診療所
     　南192 名古屋市南区三吉町６－１７南部常　勤:    1リスト教社会館　理事 新規 精   現存
     地域療育センターそよ風 (医       1)長　涌井　規子 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374120,193,9 医療法人高柳医院 〒457-0834 052-614-1651医療法人高柳医院　理高柳　和男 平 8. 4. 1内   外   小  診療所
     　南193 名古屋市南区港東通１－１ 常　勤:    1事長　高柳　和男 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1375120,194,7 医療法人名南会　名南〒457-0841 052-691-0041医療法人名南会　理事小松　健 平15. 6. 1療養       120病院
     　南194 ふれあい病院 名古屋市南区豊田５－１５－１８常　勤:    4長　三宅　隆史 移動 内   呼内 小  現存
     (医       4) 平27. 6. 1外   整外 リハ
     非常勤:   19 放   
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376120,196,2 林医院 〒457-0003 052-822-7462林　澄彦 林　澄彦 平 8. 5.21内   診療所
     　南196 名古屋市南区鶴田１－３－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377120,197,0 二之湯医院 〒457-0024 052-819-1200二之湯　勝啓 二之湯　勝啓 平 9. 4. 1外   胃   整外診療所
     　南197 名古屋市南区赤坪町２４２ 常　勤:    1 新規 こう 内   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1皮ひ 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378120,200,2 医療法人カケヒ内科小〒457-0038 052-811-0721医療法人カケヒ内科小筧　浩 平10. 7. 1内   小   診療所
     　南200 児科 名古屋市南区桜本町１２５ 常　勤:    1児科　理事長　筧　浩 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379120,203,6 藤城クリニック 〒457-0051 052-824-7717藤城　郁美 藤城　郁美 平11. 3. 1心内 精   診療所
     　南203 名古屋市南区笠寺町姥子山６－４常　勤:    1 新規 現存
     第２桑山ビル３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380120,204,4 川本眼科 〒457-0013 052-824-0800医療法人川本眼科　理川本　英三 平12. 3. 1眼   診療所
     　南204 名古屋市南区寺崎町１３－１１ 常　勤:    2事長　川本　英三 移動 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381120,205,1 Ｋこどもクリニック 〒457-0007 052-821-2221笠井　啓子 笠井　啓子 平11. 6. 1小   アレ 内  診療所
     　南205 名古屋市南区駈上２－１－１６ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382120,206,9 かとう眼科クリニック〒457-0841 052-698-1113加藤　良枝 加藤　良枝 平25.10.16眼   診療所
     　南206 名古屋市南区豊田１－３０－１メ常　勤:    1 移動 現存
     ディコート４階 (医       1) 平25.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383120,207,7 医療法人大髙クリニッ〒457-0031 052-825-0033医療法人大髙クリニッ大髙　一則 平12. 1. 1神   精   心内診療所
     　南207 ク 名古屋市南区鯛取通４－１　第一常　勤:    1ク　大髙　一則 組織変更 現存
     田口ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1384120,208,5 南医療生協かなめ病院〒457-0803 052-619-5320南医療生活協同組合　後藤　浩 平12. 3.31療養        60病院
     　南208 名古屋市南区天白町１－５ 常　勤:    2代表理事　成瀬　幸雄 新規 内   神内 リハ現存
     (医       2) 平30. 3.31放   
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385120,211,9 沢眼科クリニック 〒457-0038 052-821-0530岡田　夕香 岡田　夕香 平13. 5. 1眼   診療所
     　南211 名古屋市南区桜本町７０－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386120,212,7 つげ整形外科 〒457-0846 052-691-6018医療法人つげ整形外科柘植　哲 平13. 7. 1整外 外   リウ診療所
     　南212 名古屋市南区道徳通３－４１ 常　勤:    2　理事長　柘植　哲 交代 リハ 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387120,213,5 早川医院 〒457-0836 052-611-0033加藤　文英 加藤　文英 平14. 4. 1内   小   皮  診療所
     　南213 名古屋市南区加福本通２－１３栄常　勤:    1 交代 ひ   現存
     ビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388120,214,3 豊田クリニック 〒457-0841 052-691-7807大谷　由幸 大谷　由幸 平14. 4. 1内   他   皮  診療所
     　南214 名古屋市南区豊田１－２５－１１常　勤:    2 交代 消内 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389120,215,0 宇野耳鼻咽喉科 〒457-0027 052-811-8733宇野　雅晴 宇野　雅晴 平14. 9. 1耳い アレ 小  診療所
     　南215 名古屋市南区弥生町１５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390120,216,8 柴田整形外科 〒457-0058 052-822-6311柴田　光子 柴田　光子 平14.12. 1整外 外   リウ診療所
     　南216 名古屋市南区前浜通４－１ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391120,217,6 山口レディスクリニッ〒457-0007 052-823-2121山口　一雄 山口　一雄 平15. 4. 1産婦 内   小  診療所
     　南217 ク 名古屋市南区駈上２－７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392120,218,4 桜本町クリニック 〒457-0038 052-811-2728加藤　正俊 加藤　正俊 平16. 8.16皮   ひ   アレ診療所
     　南218 名古屋市南区桜本町４５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1393120,219,2 北村病院 〒457-0012 052-823-3636医療法人心和会　理事北村　聡児 平15. 7. 1一般        43病院
     　南219 名古屋市南区菊住２－４－１２ 常　勤:    4長　北村　隆雄 組織変更 外   内   整外現存
     (医       4) 平27. 7. 1胃   循   皮  
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394120,222,6 とつか眼科 〒457-0808 052-613-4001医療法人とつか眼科　戸塚　伸吉 平15.10. 1眼   診療所
     　南222 名古屋市南区松下町１－１ 常　勤:    1理事長　戸塚　伸吉 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395120,223,4 三宅眼科クリニック 〒457-0054 052-811-7337三宅　章三 三宅　章三 平16. 4. 1眼   診療所
     　南223 名古屋市南区砂口町２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396120,225,9 松原内科医院 〒457-0862 052-691-5208松原　由朗 松原　由朗 平16. 4. 1内   小   循  診療所
     　南225 名古屋市南区内田橋１－５－２２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397120,226,7 はざま医院 〒457-0076 052-811-5280医療法人はざま医院　伊藤　伸介 平16. 8. 1内   小   胃  診療所
     　南226 名古屋市南区道全町２－３－２ 常　勤:    1理事長　伊藤　伸介 組織変更 呼   アレ 皮  現存
     (医       1) 平28. 8. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398120,227,5 きりやまクリニック 〒457-0038 052-811-0881桐山　昌伸 桐山　昌伸 平16.11. 1内   外   整外診療所
     　南227 名古屋市南区桜本町４３－１ 常　勤:    1 新規 呼   胃   こう現存
     (医       1) 平28.11. 1リハ 小   神内
     非常勤:   14 放   循   
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399120,228,3 平尾泌尿器科 〒457-0003 052-822-3223平尾　憲昭 平尾　憲昭 平17. 1. 1ひ   診療所
     　南228 名古屋市南区鶴田１－３－２６林常　勤:    1 新規 現存
     医療ビル３階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400120,229,1 いまい内科クリニック〒457-0863 052-693-2011今井　健次 今井　健次 平17. 2. 1内   循   小  診療所
     　南229 名古屋市南区豊１－２８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401120,232,5 ごうクリニック 〒457-0006 052-821-3883医療法人ゆとりす　理伊藤　剛 平18. 4. 1内   呼   アレ診療所
     　南232 名古屋市南区鳥栖２－３－１ 常　勤:    1事長　伊藤　剛 組織変更 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1402120,233,3 だいどうクリニック 〒457-8511 052-611-6262社会医療法人宏潤会　宇野　雄祐 平18.11. 1内   他   精  診療所
     　南233 名古屋市南区白水町８ 常　勤:    4理事長　宇野　雄祐 新規 リウ 神内 呼内現存
     (医       4) 平24.11. 1小   外   整外
     非常勤:  209 脳外 皮   ひ  
     (医     208) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) 放   臨床 病理
     小外 形外 リハ
     血液・化学内、
     糖尿・内分泌内
     、腫内、腎内、
     消内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403120,234,1 医療法人藤井医院 〒457-0049 052-822-2451医療法人藤井医院　理藤井　了 平19. 4. 1内   小   診療所
     　南234 名古屋市南区北内町１－３－２ 常　勤:    1事長　藤井　了 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404120,235,8 カネマキ医院 〒457-0005 052-811-0138医療法人桜　理事長　印牧　研吾 平19. 4. 1内   小   循  診療所
     　南235 名古屋市南区桜台２－１８－３２常　勤:    1印牧　研吾 組織変更 消   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405120,236,6 服部耳鼻咽喉科医院 〒457-0804 052-619-0500服部　康介 服部　康介 平19. 9. 1耳い 診療所
     　南236 名古屋市南区源兵衛町１ー３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406120,237,4 平光ハートクリニック〒457-0047 052-811-0383平光　伸也 平光　伸也 平20. 4. 1内   循   小  診療所
     　南237 名古屋市南区城下町２－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407120,238,2 中村医院 〒457-0841 052-691-6372中村　智子 中村　智子 平20. 4. 1内   呼   消  診療所
     　南238 名古屋市南区豊田２－５－１２ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408120,241,6 山田内科 〒457-0072 052-821-7604山田　一博 山田　一博 平27. 1. 1内   小   他  診療所
     　南241 名古屋市南区寺部通２－２６－１常　勤:    1 移動 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平27. 1. 1分泌内科、消化
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409120,243,2 やくし整形クリニック〒457-0048 052-821-8941加藤　光康 加藤　光康 平22. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　南243 名古屋市南区大磯通４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 1410120,245,7 医療法人メディフォー〒457-0841 052-698-3777医療法人メディフォー三浦　進一 平22.12. 1内   外   整外診療所
     　南245 　三浦クリニック 名古屋市南区豊田１－３０－１メ常　勤:    1　理事長　中原　秀也 新規 他   リハ 現存
     ディコート２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411120,247,3 医療法人ｃｏｃｃｉｎ〒457-0841 052-698-3341医療法人ｃｏｃｃｉｎ尾田　典子 平23. 1. 1耳い 診療所
     　南247 ｅｌｌｅ　のりクリニ名古屋市南区豊田１－３６－８キ常　勤:    1ｅｌｌｅ　理事長　尾 組織変更 現存
     ック ャストビル豊田１階 (医       1)田　典子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412120,249,9 にじこころのクリニッ〒457-0841 052-692-2456本郷　仁 本郷　仁 平24. 2. 1心内 精   他  診療所
     　南249 ク 名古屋市南区豊田１－３０－１メ常　勤:    1 新規 現存
     ディコート４階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413120,251,5 なかわりクリニック 〒457-0826 052-693-6330西巻　春明 西巻　春明 平24. 4. 1内   小   診療所
     　南251 名古屋市南区中割町１－３２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414120,255,6 新美クリニック 〒457-0022 052-824-1123新美　岳 新美　岳 平25. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     　南255 名古屋市南区明円町４５－２ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415120,257,2 まつおかクリニック 〒457-0005 052-811-1811医療法人マイルストー松岡　慎 平26. 4. 1内   他   小  診療所
     　南257 名古屋市南区桜台１－２７－６ 常　勤:    2ン　理事長　松岡　慎 組織変更 外   形外 皮  現存
     (医       2) 平26. 4. 1消化器内科
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416120,259,8 名南ファミリークリニ〒457-0805 052-619-7666山中　秀高 山中　秀高 平26.11. 1内   小   皮  診療所
     　南259 ック 名古屋市南区三吉町５－３３ 常　勤:    2 新規 整外 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417120,260,6 おおたに整形外科皮フ〒457-0862 052-829-0987医療法人幸眞会　理事大谷　茂毅 平27. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　南260 科 名古屋市南区内田橋１－１－１３常　勤:    2長　大谷　茂毅 組織変更 皮   現存
     　２階 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418120,262,2 アイ・レディスクリニ〒457-0836 052-614-1103鷲見　成晴 鷲見　成晴 平27.10. 1一般        17診療所
     　南262 ック 名古屋市南区加福本通３－６４ 常　勤:    1 交代 産婦 小   現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419120,263,0 すずきーＫ耳鼻咽喉科〒457-0049 052-618-5300鈴木　啓介 鈴木　啓介 平27.11. 1耳い 他   アレ診療所
     　南263 名古屋市南区北内町２－１８ 常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平27.11. 1
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 1420120,264,8 名古屋南イシハラ眼科〒457-0012 052-824-1207石原　伸哉 石原　伸哉 平28. 8. 1眼   診療所
     　南264 名古屋市南区菊住１－７－１０イ 新規 現存
     オンモール新瑞橋３階 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421120,265,5 てらだアレルギーこど〒457-0841 052-698-4152医療法人ＰＡＣ　寺田寺田　明彦 平28.10. 1アレ 小   診療所
     　南265 もクリニック 名古屋市南区豊田１－３０－１メ常　勤:    1　明彦 組織変更 現存
     ディコート３階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422120,266,3 かすばたクリニック 〒457-0052 052-824-1192山田　師生 山田　師生 平28.12. 1内   小   診療所
     　南266 名古屋市南区粕畠町３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423120,267,1 あさだ医院 〒457-0023 052-822-0026淺田　和豊 淺田　和豊 平29. 4. 1内   小   診療所
     　南267 名古屋市南区芝町４１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424120,269,7 うららクリニック 〒457-0862 052-825-3352ウィンターロード　俊ウィンターロード　俊平30. 1. 1眼   内   小  診療所
     　南269 名古屋市南区内田橋２－３１－３常　勤:    1江 江 新規 現存
     須原ビル１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425120,270,5 伊藤しあわせクリニッ〒457-0027 052-823-4122伊藤　嘉康 伊藤　嘉康 平29.12.24一般         9診療所
     　南270 ク 名古屋市南区弥生町１４ 常　勤:    1 交代 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平29.12.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426120,271,3 近藤医院 〒457-0822 052-611-0538近藤　真弘 近藤　真弘 平30. 4. 1内   小   他  診療所
     　南271 名古屋市南区浜田町２－１７－２常　勤:    1 交代 他：消内 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427120,272,1 なごや在宅クリニック〒457-0024 052-819-6166医療法人　洸明会　理佐藤　公彦 平30. 5. 1他   診療所
     　南272 名古屋市南区赤坪町６ 常　勤:    2事長　伊藤　隆廣 交代 他：循環器内科現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428130,017,8 医療法人八誠会　もり〒463-0074 052-791-2133医療法人八誠会　理事岩井　清 昭35. 6.22精神       490病院
     　守山17 やま総合心療病院 名古屋市守山区町北１１－５０ 常　勤:   13長　川島　邦裕 精   神   心内現存
     (医      11) 平29. 6.22
     (薬       2)
     非常勤:   21
     (医      19)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1429130,052,5 佐藤医院 〒463-0067 052-794-3387佐藤　椙子 佐藤　椙子 昭55. 5. 1内   小   皮  診療所
     　守山52 名古屋市守山区守山３－２－３０常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430130,067,3 医療法人香流会紘仁病〒463-0034 052-771-2151医療法人香流会　理事重富　亮 昭49. 9. 1一般        68病院
     (131,067,8) 院 名古屋市守山区四軒家１－７１０常　勤:   31長　重冨　亮 精神       779現存
     　守山67 (医      21) 平28. 9. 1療養        93
     (歯       2) 内   精   神  
     (薬       8) 外   皮   眼  
     非常勤:   52 耳い 歯   ひ  
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431130,069,9 医療法人有仁会守山友〒463-0090 052-793-7655医療法人有仁会　理事小林　正樹 昭52.10. 1一般        20病院
     　守山69 愛病院 名古屋市守山区瀬古東２－４１１常　勤:    2長　小林　正樹 内   他   現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432130,075,6 日比野眼科 〒463-0062 052-791-2303日比野　眞理子 日比野　眞理子 昭51. 5.10眼   診療所
     　守山75 名古屋市守山区長栄１９－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433130,081,4 竹田耳鼻咽喉科 〒463-0067 052-794-8733竹田　光彦 竹田　光彦 昭55. 5. 1耳   気食 小  診療所
     　守山81 名古屋市守山区守山３－２－１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434130,086,3 医療法人和光会川島病〒463-0032 052-773-1155医療法人和光会　理事倉橋　伸吾 昭57.10. 1一般        56病院
     　守山86 院 名古屋市守山区白山３－５０１ 常　勤:    7長　川島　正幹 内   胃   外  現存
     (医       7) 平24.10. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435130,097,0 福島皮フ科 〒463-0032 052-777-2345福島　英治 福島　英治 昭63. 5. 1皮   診療所
     　守山97 名古屋市守山区白山２－２０３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436130,101,0 医療法人きとうクリニ〒463-0065 052-791-8215医療法人きとうクリニ鬼頭　正人 昭35. 9. 3外   整外 内  診療所
     　守山101 ック 名古屋市守山区廿軒家１４－４０常　勤:    1ック　理事長　鬼頭　 リハ 現存
     (医       1)正人 平29. 9. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1437130,102,8 川瀬クリニック 〒463-0011 052-791-2644川瀬　淳 川瀬　淳 平 2. 4. 1小   診療所
     　守山102 名古屋市守山区小幡５－１－６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438130,103,6 荒川医院 〒463-0065 052-793-2008荒川　敏之 荒川　敏之 平 2. 5.16消   外   皮  診療所
     　守山103 名古屋市守山区廿軒家３－２４ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439130,104,4 医療法人鳥居歯科眼科〒463-0011 052-793-7858医療法人鳥居歯科眼科鳥居　良彦 平 2. 7. 1眼   歯   診療所
     (131,104,9) 名古屋市守山区小幡２－６－３０常　勤:    2　理事長　鳥居　良彦 現存
     　守山104 (医       1) 平29. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440130,109,3 後藤皮膚科 〒463-0089 052-796-0169後藤　重己 後藤　重己 平 3. 5. 1皮   小   診療所
     　守山109 名古屋市守山区西川原町４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441130,111,9 松坂クリニック 〒463-0007 052-796-1500鈴木　留美 鈴木　留美 平 3. 9. 1内   呼   消  診療所
     　守山111 名古屋市守山区松坂町２５０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442130,113,5 医療法人守誠会新守山〒463-0076 052-791-2264医療法人守誠会新守山本村　日出男 平 5. 5.12内   小   診療所
     　守山113 クリニック 名古屋市守山区鳥羽見２－１２０常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     ６ (医       1)本村　日出男 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443130,114,3 メンタルクリニック杉〒463-0067 052-791-2847杉山　一 杉山　一 平 5. 1. 1内   精   診療所
     　守山114 山医院 名古屋市守山区守山１－１０－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444130,119,2 田中悦夫耳鼻咽喉科 〒463-0096 052-793-8050田中　悦夫 田中　悦夫 平 8. 5. 1耳   診療所
     　守山119 名古屋市守山区森宮町５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445130,121,8 樋口整形外科 〒463-0017 052-795-2300医療法人善樹会　理事樋口　善憲 平19. 1. 1一般        19診療所
     　守山121 名古屋市守山区喜多山１－６－１常　勤:    1長　樋口　善憲 その他 整外 リハ 外  現存
     ８ (医       1) 平25. 1. 1リウ 内   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446130,122,6 医療法人吉田医院 〒463-0014 052-793-3511医療法人吉田医院　理平良　亮子 平 9. 1. 1耳い 眼   診療所
     　守山122 名古屋市守山区城南町１９－３１常　勤:    2事長　平良　亮子 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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 1447130,123,4 久野医院 〒463-0048 052-793-3537吉村　貴子 吉村　貴子 平 9. 7.28内   他   眼  診療所
     　守山123 名古屋市守山区小幡南１－８－１常　勤:    2 交代 小   現存
     ７ (医       2) 平24. 7.28消内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448130,128,3 生協もりやま診療所 〒463-0011 052-795-5885北医療生活協同組合　大竹　喜代一 平10.11. 1内   小   消  診療所
     　守山128 名古屋市守山区小幡３－８－１０常　勤:    2代表理事　矢﨑　正一 新規 循   リハ 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449130,130,9 しば内科クリニック 〒463-0048 052-793-8001芝　健治 芝　健治 平11. 4. 1内   循   胃  診療所
     　守山130 名古屋市守山区小幡南１－２４－常　勤:    1 新規 小   現存
     １０アクロス小幡２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450130,132,5 うめむら眼科 〒463-0021 052-768-1230深見　昌代 梅村　昌代 平11. 8. 1眼   診療所
     　守山132 名古屋市守山区大森１－３３０２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451130,134,1 黒木内科クリニック 〒463-0811 052-736-5010黒木　秀明 黒木　秀明 平11.10. 1内   呼   アレ診療所
     　守山134 名古屋市守山区深沢１－７０５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452130,135,8 たてレディースクリニ〒463-0041 052-794-5151医療法人聖信会　理事楯　信太郎 平12. 7. 1一般        12診療所
     　守山135 ック 名古屋市守山区大谷町２－５１ 常　勤:    1長　楯　信太郎 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453130,137,4 せこ内科クリニック 〒463-0068 052-758-0150鈴木　一成 鈴木　一成 平15. 4. 1内   外   小  診療所
     　守山137 名古屋市守山区瀬古１－７２０ 常　勤:    1 移動 皮   リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454130,138,2 なるかわレディースク〒463-0042 052-796-2220生川　剛史 生川　剛史 平12.10. 1婦   産   内  診療所
     　守山138 リニック 名古屋市守山区野萩町１３－１４常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     プラザ野萩２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455130,145,7 ひえだ内科クリニック〒463-0048 052-794-2509稗田　信之 稗田　信之 平13.10. 1内   小   消  診療所
     　守山145 名古屋市守山区小幡南１－１７－常　勤:    2 交代 循   呼   現存
     ３ (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   171 頁

 1456130,146,5 医療法人愛知クリニッ〒463-0803 052-736-5511医療法人愛知クリニッ小川　弘恒 平14. 1. 1内   消   小  診療所
     　守山146 ク 名古屋市守山区日の後８０５ 常　勤:    1ク　理事長　小川　弘 組織変更 皮   リハ 他  現存
     (医       1)恒 平26. 1. 1胃内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457130,148,1 志水クリニック 〒463-0021 052-798-1311医療法人志水クリニッ志水　明浩 平14.10. 1内   小   消  診療所
     　守山148 名古屋市守山区大森１－１２０４常　勤:    1ク　理事長　志水　明 組織変更 リハ 整外 現存
     志水マンション１階 (医       1)浩 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458130,150,7 長谷川内科 〒463-0079 052-793-2828長谷川　和生 長谷川　和生 平15. 4. 1内   循   診療所
     　守山150 名古屋市守山区幸心３－１１０２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459130,151,5 とみやす整形外科クリ〒463-0047 052-793-1161医療法人幸信会　理事富安　聡 平26.10.14整外 リハ リウ診療所
     　守山151 ニック 名古屋市守山区小幡常燈１－３ 常　勤:    1長　富安　聡 移動 外   内   現存
     (医       1) 平26.10.14
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460130,154,9 眼科広川クリニック 〒463-0814 052-739-1522医療法人眼科広川クリ廣川　英里 平15. 7. 1一般         4診療所
     　守山154 名古屋市守山区桔梗平１－２４０常　勤:    2ニック　理事長　廣川 組織変更 眼   現存
     ３ (医       2)　仁則 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461130,155,6 もりやまファミリーク〒463-0090 052-797-3883辻藤　達也 辻藤　達也 平15. 9. 1内   麻   整外診療所
     　守山155 リニック 名古屋市守山区瀬古東３－１４０常　勤:    1 新規 リハ アレ 小  現存
     (医       1) 平27. 9. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462130,156,4 ハローキッズクリニッ〒463-0809 052-737-0085医療法人ハローキッズ寺部　浩司 平15.10. 1小   アレ 診療所
     　守山156 ク 名古屋市守山区平池東８０５－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)寺部　浩司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463130,157,2 ひょうたん山医院 〒463-0061 052-758-4050医療法人健成　理事長廣瀬　直記 平27. 4. 1内   リハ 他  診療所
     　守山157 名古屋市守山区東山町１００１－常　勤:    1　廣瀬　直記 移動 アレ 呼内 リウ現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1心内 精   
     非常勤:    1 循環器内科、糖
     (医       1) 尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464130,158,0 にししろクリニック 〒463-0084 052-791-2446神谷　雅人 神谷　雅人 平15.12. 1内   神内 小  診療所
     　守山158 名古屋市守山区西城２－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平27.12. 1
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 1465130,159,8 医療法人敬進会くれや〒463-0025 052-798-7222医療法人敬進会　理事呉山　泰進 平16. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　守山159 ま整形外科・胃腸科 名古屋市守山区元郷２－１４０４常　勤:    1長　呉山　泰進 組織変更 胃   内   皮  現存
     (医       1) 平28. 4. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466130,160,6 うちだ内科クリニック〒463-0048 052-758-1122内田　淳夫 内田　淳夫 平16. 7. 1内   消   小  診療所
     　守山160 名古屋市守山区小幡南３－５－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467130,161,4 やまだレディスクリニ〒463-0013 052-793-5551医療法人英晃会　理事山田　英史 平17. 1. 1一般        15診療所
     　守山161 ック 名古屋市守山区小幡中３－２３－常　勤:    2長　山田　英史 組織変更 産婦 現存
     １１ (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468130,162,2 伊藤内科医院 〒463-0065 052-791-2019伊藤　貫之 伊藤　貫之 平17. 4. 1内   小   診療所
     　守山162 名古屋市守山区廿軒家３２－１２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469130,163,0 あだち皮フ科 〒463-0808 052-739-3577安立　あゆみ 安立　あゆみ 平17. 5. 1皮   診療所
     　守山163 名古屋市守山区花咲台１－８０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470130,165,5 たなかこども・クリニ〒463-0063 052-758-3311田中　壮一 田中　壮一 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     　守山165 ック 名古屋市守山区八反５－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471130,167,1 阿久津ヒフ科 〒463-0065 052-795-0128阿久津　順 阿久津　順 平17. 9. 1皮   小   診療所
     　守山167 名古屋市守山区廿軒家５－７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472130,168,9 おおくぼ整形外科クリ〒463-0056 052-758-5551大久保　守 大久保　守 平17.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　守山168 ニック 名古屋市守山区新城１６１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473130,169,7 こんどう内科クリニッ〒463-0056 052-758-5296近藤　博人 近藤　博人 平17.10. 1内   消   呼  診療所
     　守山169 ク 名古屋市守山区新城１６１１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1474130,171,3 ヤトウ病院 〒463-0055 052-791-2151箭頭　正倫 箭頭　正倫 平18. 1. 1一般        74病院
     　守山171 名古屋市守山区西新１４－２ 常　勤:    5 交代 療養        56療養病床
     (医       5) 平30. 1. 1内   小   外  現存
     非常勤:    3 整外 麻   消  
     (医       3) アレ リハ 脳外
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475130,172,1 小幡メンタルクリニッ〒463-0011 052-791-3331平野　啓二 平野　啓二 平18. 4. 1精   神   心内診療所
     　守山172 ク 名古屋市守山区小幡１－１－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476130,173,9 守山整形外科クリニッ〒463-0811 052-739-2525医療法人守山整形外科髙橋　浩成 平18. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　守山173 ク 名古屋市守山区深沢１－１８３１常　勤:    1　理事長　髙橋　浩成 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477130,174,7 いずみが丘クリニック〒463-0804 052-739-1772石黒　良彦 石黒　良彦 平18. 7. 1ひ   内   皮  診療所
     　守山174 名古屋市守山区泉が丘１７０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478130,175,4 心神診療室 〒463-0055 052-791-2566高木　智司 高木　智司 平18. 7. 1内   神内 精  診療所
     　守山175 名古屋市守山区西新４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479130,177,0 たけうちクリニック 〒463-0035 052-772-2020医療法人たけうちクリ竹内　正行 平19. 1. 1内   呼   アレ診療所
     　守山177 名古屋市守山区森孝２－９６１ 常　勤:    1ニック　理事長　竹内 組織変更 小   現存
     (医       1)　正行 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480130,179,6 きたやまファミリーク〒463-0011 052-795-3900岩山　範久 岩山　範久 平19. 4. 1内   小   診療所
     　守山179 リニック 名古屋市守山区小幡５－１４－４常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481130,180,4 おがわ内科クリニック〒463-0079 052-791-2255小川　拓男 小川　拓男 平19. 4. 1内   他   小  診療所
     　守山180 名古屋市守山区幸心１－２２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482130,181,2 よねづ整形外科クリニ〒463-0048 052-793-1235医療法人よねづ整形外米津　賀鶴雄 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　守山181 ック 名古屋市守山区小幡南１－２４－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     １０アクロス小幡２階 (医       1)　米津　賀鶴雄 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483130,182,0 ひろし整形外科 〒463-0096 052-795-5531医療法人ひろし整形外熊澤　宏 平19. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　守山182 名古屋市守山区森宮町２８８ 常　勤:    1科　理事長　熊澤　宏 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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 1484130,184,6 よねづ内科クリニック〒463-0021 052-768-0007米津　益人 米津　益人 平20. 5. 1内   循   小  診療所
     　守山184 名古屋市守山区大森１－２０１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485130,185,3 神保外科 〒463-0013 052-793-4728神保　慎 神保　慎 平20. 7.29外   内   整外診療所
     　守山185 名古屋市守山区小幡中２－２０－常　勤:    1 交代 消   ひ   皮  現存
     １ (医       1) 平26. 7.29リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486130,186,1 医療法人順秀会　守山〒463-0070 052-791-5110医療法人順秀会　理事鵜飼　宏司 平21. 4. 1内   小   他  診療所
     　守山186 内科 名古屋市守山区新守山９０１ 常　勤:    1長　加藤　秀平 新規 婦   現存
     (医       1) 平27. 4. 1循環器内科、乳
     非常勤:   13 腺外科、　呼吸
     (医      13) 器内科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487130,187,9 いかい内科クリニック〒463-0032 052-760-3666猪飼　昌弘 猪飼　昌弘 平21. 5. 1内   他   小  診療所
     　守山187 名古屋市守山区白山４－１００１常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     －１ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488130,188,7 こでまりクリニック 〒463-0011 052-794-4114小林　麻里 小林　麻里 平21. 6. 1内   他   アレ診療所
     　守山188 名古屋市守山区小幡２－４－７ 常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489130,189,5 髙橋医院 〒463-0053 052-793-7355高橋　廣次郎 高橋　廣次郎 平21. 9. 1内   小   診療所
     　守山189 名古屋市守山区小幡千代田１４－常　勤:    1 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490130,193,7 竜泉寺診療所 〒463-0801 052-795-4099金井　賢太郎 金井　賢太郎 平22. 8. 1内   他   小  診療所
     　守山193 名古屋市守山区竜泉寺１－９１９常　勤:    1 新規 放   リハ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491130,194,5 おおこうち小児科 〒463-0047 052-758-5885大河内　正和 大河内　正和 平22.11. 1小   診療所
     　守山194 名古屋市守山区小幡常燈１９－５常　勤:    1 新規 現存
     ＣＡＳＡ小幡１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492130,195,2 すなかわ耳鼻咽喉科 〒463-0803 052-739-3636医療法人すなかわ耳鼻砂川　博 平23. 2. 1耳い 診療所
     　守山195 名古屋市守山区日の後１１０１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　砂川 組織変更 現存
     (医       1)　博 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1493130,197,8 長沢医院 〒463-0003 052-736-3325長澤　英治 長澤　英治 平23. 5. 1内   リウ 小  診療所
     　守山197 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞２常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ２７１－３４０ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494130,198,6 森孝病院 〒463-0034 052-775-6670山本　隆一 山本　隆一 平23. 4. 1その他     101病院
     　守山198 名古屋市守山区四軒家１－１０１常　勤:    4 交代 内   現存
     ３ (医       3) 平29. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495130,200,0 フォレストベルクリニ〒463-0001 052-737-0003医療法人葵鐘会　理事村上　聡 平23. 5. 1一般        19診療所
     　守山200 ック 名古屋市守山区上志段味羽根前６常　勤:    1長　山下　守 新規 産   婦   他  現存
     ００－２ (医       1) 平29. 5. 1小   
     非常勤:   60 漢方婦人科
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496130,201,8 守山眼科 〒463-0067 052-791-5097服部　かおる 服部　かおる 平23. 7.17眼   診療所
     　守山201 名古屋市守山区守山１－７－１８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497130,202,6 マキムラクリニック 〒463-0051 052-793-3158槇村　進 槇村　進 平23.11. 1内   他   外  診療所
     　守山202 名古屋市守山区小幡太田３－３９常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498130,203,4 石原耳鼻咽喉科医院 〒463-0021 052-799-1533石原　正健 石原　正健 平24. 5.15耳い 診療所
     　守山203 名古屋市守山区大森５－１０９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499130,205,9 白沢眼科 〒463-0097 052-793-0003梅村　充史 梅村　充史 平25. 1. 1眼   診療所
     　守山205 名古屋市守山区川村町３６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500130,206,7 ようていファミリーク〒463-0034 052-771-6688医療法人羊蹄会　理事宮田　雅史 平25. 3. 1内   他   脳外診療所
     　守山206 リニック藤が丘 名古屋市守山区四軒家２－７０２常　勤:    1長　中川　浩 新規 皮   アレ リウ現存
     (医       1) 平25. 3. 1小   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1501130,208,3 はせがわ整形外科 〒463-0003 052-739-0700長谷川　貴雄 長谷川　貴雄 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　守山208 名古屋市守山区下志段味作り道１常　勤:    1 新規 現存
     ５８８－１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502130,209,1 佐野外科 〒463-0083 052-792-3000佐野　裕信 佐野　裕信 平25. 4. 1整外 他   外  診療所
     　守山209 名古屋市守山区村合町１２６ 常　勤:    1 交代 内   皮   ひ  現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503130,210,9 古沢クリニック 〒463-0013 052-795-7221医療法人喜生会　理事古澤　敦 平25. 4. 1内   他   外  診療所
     　守山210 名古屋市守山区小幡中１－２２－常　勤:    1長　古澤　敦 組織変更 消内 現存
     ２０ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504130,212,5 医療法人いつき会　守〒463-0067 052-793-3101医療法人いつき会　理遠藤　治樹 平25. 4. 1一般        58病院
     　守山212 山いつき病院 名古屋市守山区守山２－１８－２常　勤:   11事長　佐藤　正樹 交代 療養        43現存
     ２ (医      11) 平25. 4. 1内   他   呼内
     非常勤:   44 神内 整外 眼  
     (医      44) 皮   
     循内、消内、腎
     内、糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505130,213,3 しだみクリニック 〒463-0003 052-739-0012服部　博高 服部　博高 平25. 6. 1内   他   小  診療所
     　守山213 名古屋市守山区下志段味作り道１常　勤:    1 交代 現存
     ６０４－１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506130,214,1 浅川医院 〒463-0013 052-794-5437浅川　順一 浅川　順一 平25.10. 1内   小   他  診療所
     　守山214 名古屋市守山区小幡中３－１４－常　勤:    1 交代 リウ 現存
     ３ (医       1) 平25.10. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507130,215,8 種田クリニック 〒463-0092 052-793-9200種田　孝 種田　孝 平25.10. 1内   他   小  診療所
     　守山215 名古屋市守山区白沢町１６８ 常　勤:    1 組織変更 皮   リハ 放  現存
     (医       1) 平25.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508130,216,6 あきおファミリークリ〒463-0001 052-736-7822長谷川　明生 長谷川　明生 平25.12. 1内   小   リハ診療所
     　守山216 ニック 名古屋市守山区上志段味大塚１２常　勤:    1 新規 現存
     １６－２ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1509130,217,4 いけや皮フ科クリニッ〒463-0048 052-794-2112田邉　直樹 田邉　直樹 平26. 1. 1皮   診療所
     　守山217 ク 名古屋市守山区小幡南１－２４－常　勤:    1 交代 現存
     １０アクロス小幡ＯＳプラザ２階(医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510130,218,2 やまの耳鼻咽喉科クリ〒463-0011 052-795-3387山野　耕嗣 山野　耕嗣 平26. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     　守山218 ニック 名古屋市守山区小幡３－２２－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511130,221,6 浅井医院 〒463-0048 052-791-2037医療法人浅井医院　理浅井　富成 平26. 4. 1内   他   小  診療所
     　守山221 名古屋市守山区小幡南１－１４－常　勤:    3事長　浅井　富成 組織変更 皮   現存
     ３ (医       3) 平26. 4. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512130,222,4 さとし耳鼻咽喉科クリ〒463-0090 052-758-5700加藤　賢史 加藤　賢史 平27. 3. 1耳い アレ 診療所
     　守山222 ニック 名古屋市守山区瀬古東３－１２４常　勤:    1 新規 現存
     ５－１ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513130,223,2 まつい内科クリニック〒463-0808 052-736-8666医療法人輝和会　理事松井　泰道 平27. 4. 1内   他   小  診療所
     　守山223 名古屋市守山区花咲台１－９０７常　勤:    1長　松井　泰道 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514130,224,0 ぬまたこどもクリニッ〒463-0001 052-778-7664沼田　真一郎 沼田　真一郎 平27.10. 1小   診療所
     　守山224 ク 名古屋市守山区上志段味稲堀田新常　勤:    1 新規 現存
     田１１８２ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515130,225,7 鬼頭整形外科スポーツ〒463-0085 052-794-3777医療法人鬼頭会　理事鬼頭　満 平27.11. 1整外 リハ 診療所
     　守山225 クリニック 名古屋市守山区大牧町４０５ 常　勤:    1長　鬼頭　満 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516130,226,5 よしだクリニック 〒463-0086 052-758-0700吉田　朋子 吉田　朋子 平28. 2.22眼   内   診療所
     　守山226 名古屋市守山区永森町３３２、３常　勤:    1 交代 現存
     ３３ (医       1) 平28. 2.22
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517130,227,3 なかむら内科 〒463-0001 052-739-3030医療法人　なかむら内中村　聡一 平28. 4. 1内   他   小  診療所
     　守山227 名古屋市守山区上志段味海東４６常　勤:    1科　理事長　中村　聡 組織変更 他、消化器内科現存
     ８－２ (医       1)一 平28. 4. 1
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 1518130,228,1 田中医院 〒463-0066 052-791-2245田中　久也 田中　久也 平28. 6.10内   小   診療所
     　守山228 名古屋市守山区町南１３－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519130,230,7 天子田おぎそクリニッ〒463-0037 052-773-1033医療法人清仁会　理事小木曽　清二 平28.10. 1内   外   他  診療所
     　守山230 ク 名古屋市守山区天子田２－１８０常　勤:    1長　小木曽　清二 組織変更 皮   リハ 現存
     ２－１ (医       1) 平28.10. 1乳外、こう外、
     胃内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520130,231,5 山田医院 〒463-0084 052-792-1200医療法人寛裕会　理事山田　健司 平29. 4. 1内   小   アレ診療所
     　守山231 名古屋市守山区西城２－６－２１常　勤:    1長　山田　健司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521130,232,3 おがたファミリークリ〒463-0009 052-768-6093医療法人Ａｃｏｆｅｌ緒方　正樹 平29. 4. 1内   他   小  診療所
     　守山232 ニック 名古屋市守山区緑ヶ丘１０７ 常　勤:    1ｉｚ　理事長　緒方　 組織変更 他は循環器内科現存
     (医       1)正樹 平29. 4. 1、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522130,234,9 しだみ高橋クリニック〒463-0002 052-778-7885高橋　卓嗣 高橋　卓嗣 平29.10. 1内   外   他  診療所
     　守山234 名古屋市守山区中志段味洞畑２１常　勤:    1 新規 呼内 こう 現存
     ５０－３ (医       1) 平29.10. 1他は消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523130,235,6 ものえ内科クリニック〒463-0036 052-760-2324医療法人めぐみ会　理物江　孝司 平29.10. 1内   他   小  診療所
     　守山235 名古屋市守山区向台１－３０３ 常　勤:    1事長　物江　孝司 組織変更 他は消化器内科現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524130,236,4 オリーブ在宅クリニッ〒463-0086 052-758-6333木村　卓二 木村　卓二 平29.12. 1内   小   診療所
     　守山236 ク 名古屋市守山区永森町３５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525130,237,2 ひょうたん山　水谷眼〒463-0055 052-795-5868水谷　圭吾 水谷　圭吾 平30. 2. 1眼   診療所
     　守山237 科 名古屋市守山区西新１０－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526130,238,0 名古屋市医師会守山区〒463-0011 052-795-0099一般社団法人名古屋市生川　剛史 平30. 3. 1内   小   診療所
     　守山238 休日急病診療所・東部名古屋市守山区小幡１－３－２ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 新規 現存
     平日夜間急病センター (医       1)洋一 平30. 3. 1
     非常勤:   43
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1527130,239,8 名古屋ニューロサージ〒463-0003 052-799-3355林　純一 林　純一 平30. 3. 1脳外 内   診療所
     　守山239 ェリークリニック 名古屋市守山区下志段味西ノ原８常　勤:    1 新規 現存
     ３５ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528130,240,6 宮﨑クリニック 〒463-0088 052-797-0155医療法人宮﨑クリニッ宮﨑　淳一 平30. 4. 1内   小   アレ診療所
     　守山240 名古屋市守山区鳥神町２１９ 常　勤:    1ク　理事長　宮﨑　淳 組織変更 他   現存
     (医       1)一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529130,241,4 佐藤クリニック 〒463-0062 052-794-8008医療法人　Ｇｌｅｎｄ佐藤　顕 平30. 4. 1内   他   診療所
     　守山241 名古屋市守山区長栄１３－１４ 常　勤:    1ｏｎ　理事長　佐藤　 組織変更 他は、消化器内現存
     (医       1)顕 平30. 4. 1科・糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530130,242,2 おはなばたけクリニッ〒463-0065 052-792-1320花谷　崇 花谷　崇 平30. 5. 1内   呼内 診療所
     　守山242 ク 名古屋市守山区廿軒家２２－４０常　勤:    1 新規 現存
     もりやまの憩１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531140,004,4 医療法人社団旭陽会中〒458-0835 052-621-1288医療法人社団旭陽会　中島　敏光 平 7. 4. 1外   整外 リハ診療所
     　緑4 島整形外科 名古屋市緑区鳴海町上汐田２４０常　勤:    2理事長　中島　敏光 その他 リウ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532140,022,6 名古屋市立緑市民病院〒458-0037 052-892-1331名古屋市病院事業管理山本　憲一 昭50. 4. 1一般       300病院
     　緑22 名古屋市緑区潮見が丘１－７７ 常　勤:   19者　病院局長　大原　 内   呼内 他  現存
     (医      17)弘隆 平29. 4. 1外   脳外 整外
     (薬       2) 小   皮   ひ  
     非常勤:   47 婦   眼   耳い
     (医      47) リハ 放   病理
     麻   
     消内、循内、糖
     内、消外、乳・
     分泌外、救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533140,053,1 平岩病院 〒458-0801 052-621-0002医療法人幸寿会　理事大久保　憲 昭46. 4. 1一般        60病院
     　緑53 名古屋市緑区鳴海町相原町２６ 常　勤:    3長　原　亜希子 内   小   他  現存
     (医       3) 平28. 4. 1リハ 
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534140,056,4 鬼頭医院 〒458-0925 052-623-2106鬼頭　早苗 鬼頭　早苗 昭47. 7. 1胃   外   診療所
     　緑56 名古屋市緑区桶狭間２０１５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535140,067,1 大西皮膚科 〒458-0808 052-876-1115大西　修 大西　修 昭51. 1. 1皮   診療所
     　緑67 名古屋市緑区東神の倉２－２３２常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平30. 1. 1
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 1536140,072,1 おかど内科 〒458-0815 052-876-8341岡戸　洪太 岡戸　洪太 昭54. 5. 1内   呼   消  診療所
     　緑72 名古屋市緑区徳重１－１４１５ 常　勤:    2 循   小   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537140,076,2 アイバ皮ふ科 〒458-0926 052-621-5105相羽　武夫 相羽　武夫 昭55. 3. 1皮   診療所
     　緑76 名古屋市緑区桶狭間上の山７１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538140,080,4 森の里クリニック 〒459-8002 052-623-1222中島　雄三 中島　雄三 昭55. 9. 1内   小   外  診療所
     　緑80 名古屋市緑区森の里１－９９－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539140,082,0 名古屋市医師会緑区休〒458-0801 052-891-1500一般社団法人名古屋市鈴木　眞砂 昭56. 4. 1内   小   診療所
     　緑82 日急病診療所 名古屋市緑区鳴海町池上９８－５常　勤:    1医師会　会長　杉田　 現存
     (医       1)洋一 平29. 4. 1
     非常勤:   78
     (医      78)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540140,084,6 ひがみ内科 〒458-0808 052-876-2127樋上　昌男 樋上　昌男 平25. 5. 1内   他   診療所
     　緑84 名古屋市緑区東神の倉３－５３０常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541140,086,1 片岡内科 〒458-0025 052-622-1866片岡　邦孝 片岡　邦孝 昭58. 5. 1内   診療所
     　緑86 名古屋市緑区鳥澄３－１７１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542140,088,7 阪野医院 〒458-0833 052-621-5800阪野　日出男 阪野　日出男 昭58. 9. 1内   胃   循  診療所
     　緑88 名古屋市緑区青山２－１４７－２常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543140,089,5 吉川こどもクリニック〒458-0033 052-624-1232吉川　龍雄 吉川　龍雄 昭58. 9. 1小   診療所
     　緑89 名古屋市緑区相原郷２－８０３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544140,091,1 山田皮フ科 〒458-0041 052-891-2234山田　雅啓 山田　雅啓 昭59. 5. 1皮   診療所
     　緑91 名古屋市緑区鳴子町４－４５－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545140,093,7 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒458-0801 052-624-5622鈴木　浩二 鈴木　浩二 昭60. 9. 1耳   診療所
     　緑93 名古屋市緑区鳴海町矢切７７－１常　勤:    2 現存
     山鳴ビル３階 (医       1) 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1546140,097,8 南医療生活協同組合桃〒458-0002 052-876-8880南医療生活協同組合　斉藤　晏宏 昭63. 6. 1内   小   診療所
     　緑97 山診療所 名古屋市緑区桃山１－５４ 常　勤:    1代表理事　成瀬　幸雄 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547140,098,6 しもざとクリニック 〒458-0044 052-891-5111下郷　卓弥 下郷　卓弥 昭63. 8. 1一般        19診療所
     　緑98 名古屋市緑区池上台２－２６６ 常　勤:    1 内   胃   外  現存
     (医       1) 平24. 8. 1こう 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548140,099,4 緑こどもクリニック 〒458-0004 052-877-0022岩村　春樹 岩村　春樹 昭63. 9. 1内   小   皮  診療所
     　緑99 名古屋市緑区乗鞍１－４０４ 常　勤:    1 耳   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549140,101,8 第一なるみ病院 〒458-0006 052-876-8361医療法人なるみ会　理藤井　康 昭63.12. 1一般       130病院
     　緑101 名古屋市緑区細口１－２１０ 常　勤:    9事長　原　臣平 内   他   神内現存
     (医       9) 平27.12. 1外   整外 リハ
     非常勤:   12 麻   
     (医      12) 胃内、胃外、循
     内、糖内、分泌
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550140,103,4 医療法人紘和会山本内〒458-0847 052-891-1500医療法人紘和会　理事山本　紘靖 平元. 4. 1内   小   皮  診療所
     　緑103 科 名古屋市緑区浦里３－１６３ 常　勤:    2長　山本　絋靖 他   現存
     (医       2) 平28. 4. 1腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551140,104,2 鳴海クリニック 〒458-0847 052-626-2626社会医療法人名古屋記横山　逸男 平18.12. 4他   診療所
     　緑104 名古屋市緑区浦里５－５０ 常　勤:    3念財団　理事長　太田 移動 現存
     (医       3)　圭洋 平24.12. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552140,105,9 川原医院 〒458-0045 052-891-9811川原　昌巳 川原　昌巳 平元. 5. 1内   外   皮  診療所
     　緑105 名古屋市緑区鹿山３－１０ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553140,106,7 小山耳鼻咽喉科 〒458-0002 052-877-4187小山　賢吾 小山　賢吾 平元. 7. 1耳い 小   診療所
     　緑106 名古屋市緑区桃山１－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1554140,107,5 医療法人惠会伊藤医院〒458-0047 052-891-7121医療法人惠会　理事長伊藤　久惠 平元. 7. 1内   小   診療所
     　緑107 名古屋市緑区古鳴海２－１３８ 常　勤:    1　伊藤　久恵 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555140,108,3 医療法人中根産婦人科〒458-0011 052-895-1177医療法人中根産婦人科中根　茂雄 平元.10. 1一般        19診療所
     　緑108 名古屋市緑区相川２－１２６ 常　勤:    3　理事長　中根　枝雄 産   婦   小  現存
     (医       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556140,111,7 佐藤医院 〒458-0045 052-896-4175医療法人楊梅会　理事佐藤　弘男 平 2. 1. 1外   胃   内  診療所
     　緑111 名古屋市緑区鹿山１－４３ 常　勤:    1長　佐藤　弘男 皮   こう 整外現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557140,112,5 くまのまえファミリー〒458-0802 052-876-3351医療法人くまのまえフ梅村　修一郎 平 2. 1. 1内   小   他  診療所
     　緑112 クリニック 名古屋市緑区兵庫１－４１１－２常　勤:    1ァミリークリニック　 外   現存
     (医       1)理事長　梅村　修一郎 平29. 1. 1消内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558140,113,3 さかざき医院 〒458-0801 052-891-1233坂崎　由紀夫 坂崎　由紀夫 平 2. 4. 1外   整外 皮  診療所
     　緑113 名古屋市緑区鳴海町滝ノ水４－１常　勤:    1 現存
     ５０１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559140,115,8 兼松医院 〒458-0041 052-896-3618立石　史子 立石　史子 平 2. 9.15内   外   整外診療所
     　緑115 名古屋市緑区鳴子町４－７５ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560140,118,2 みやぎ内科 〒458-0004 052-877-1011宮城　裕 宮城　裕 平 3. 3. 1内   循   診療所
     　緑118 名古屋市緑区乗鞍１－８０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561140,123,2 安藤内科小児科 〒458-0025 052-624-7600安藤　佳一 安藤　佳一 平 3.10. 1内   小   リハ診療所
     　緑123 名古屋市緑区鳥澄２－４１９ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562140,124,0 医療法人多代小児科 〒458-0801 052-892-1101医療法人多代小児科　多代　正彦 平 4. 1. 1小   内   アレ診療所
     　緑124 名古屋市緑区鳴海町山ノ神１２５常　勤:    1理事長　多代　正彦 現存
     －１ (医       1) 平28. 1. 1
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 1563140,127,3 宮田クリニック 〒458-0924 052-621-1311宮田　光隆 宮田　光隆 平 4. 5. 1外   内   小  診療所
     　緑127 名古屋市緑区有松１０５８ 常　勤:    3 皮   現存
     (医       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564140,130,7 第２しもざとクリニッ〒458-0031 052-895-7111下郷　泉 下郷　泉 平 4. 9. 1他   内   診療所
     　緑130 ク 名古屋市緑区旭出１－５１１ 常　勤:    1 透析内、腎内 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565140,135,6 永井内科クリニック 〒458-0041 052-891-2970永井　弘 永井　弘 平26. 8. 1内   他   小  診療所
     　緑135 名古屋市緑区鳴子町１－５４－２常　勤:    1 移動 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566140,137,2 医療法人近藤皮フ科 〒458-0801 052-891-8024医療法人近藤皮フ科　近藤　禎男 平 5.10. 1皮   診療所
     　緑137 名古屋市緑区鳴海町花井町４１－常　勤:    1理事長　近藤　禎男 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567140,138,0 みどり内科クリニック〒458-0910 052-621-3320古田　達次 古田　達次 平 5.11. 1内   小   診療所
     　緑138 名古屋市緑区桶狭間森前１６１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568140,139,8 渡辺医院 〒458-0041 052-896-5571平松　京子 平松　京子 平 5.10.13内   呼   循  診療所
     　緑139 名古屋市緑区鳴子町３－５２－７常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569140,140,6 あらき内科 〒459-8001 052-625-1677荒木　康久 荒木　康久 平 6. 1. 1内   小   消  診療所
     　緑140 名古屋市緑区大高町鶴田６３－１常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570140,142,2 有木整形外科 〒458-0810 052-877-8289有木　圭之 有木　圭之 平 6. 7. 1リハ 診療所
     　緑142 名古屋市緑区八つ松１－２０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571140,144,8 医療法人川本医院 〒458-0824 052-621-7700医療法人川本医院　理川本　雅德 平18.10. 1内   小   胃  診療所
     　緑144 名古屋市緑区鳴海町有松裏８－１常　勤:    1事長　川本　雅德 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572140,145,5 佐藤内科 〒458-0021 052-892-2628佐藤　和之 佐藤　和之 平 6. 9. 1内   小   循  診療所
     　緑145 名古屋市緑区滝ノ水５ー３１５ 常　勤:    1 新規 消   リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1573140,146,3 医療法人あさひ滝の水〒458-0031 052-892-2522医療法人あさひ　理事内川　厚司 平 6.10. 1内   小   診療所
     　緑146 クリニック 名古屋市緑区旭出２ー６２６ 常　勤:    2長　内川　厚司 組織変更 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574140,152,1 山口クリニック 〒458-0847 052-892-7223山口　民夫 山口　民夫 平 7. 7. 1外   胃   内  診療所
     　緑152 名古屋市緑区浦里４－８７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575140,153,9 あいち診療所滝の水 〒458-0007 052-878-1212医療法人あいち診療会岡崎　嘉樹 平 7. 7. 1内   小   診療所
     　緑153 名古屋市緑区篭山１－１２０ 常　勤:    1　理事長　畑　恒土 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576140,154,7 かみさわクリニック 〒458-0014 052-877-6647鈴木　眞砂 鈴木　眞砂 平 7. 9. 1小   診療所
     　緑154 名古屋市緑区神沢１－２００７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577140,156,2 医療法人野並クリニッ〒458-0841 052-895-3322医療法人野並クリニッ谷口　和人 平 8. 1. 1内   呼   小  診療所
     　緑156 ク 名古屋市緑区鳴海町小森８－６　常　勤:    1ク　理事長　谷口　和 組織変更 現存
     (医       1)人 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578140,158,8 滝の水眼科クリニック〒458-0021 052-892-9911中村　直人 中村　直人 平 8. 7. 1眼   診療所
     　緑158 名古屋市緑区滝ノ水１－２１０８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579140,159,6 医療法人愛惠会愛光整〒458-0919 052-625-1009医療法人愛惠会愛光整早川　克彦 平 8.10. 1一般        19診療所
     　緑159 形外科 名古屋市緑区桶狭間神明１２２１常　勤:    1形外科　理事長　早川 組織変更 整外 リハ 内  現存
     (医       1)　克彦 平29.10. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580140,160,4 永瀬医院 〒458-0037 052-891-5006辻　孝 辻　孝 平 9. 2. 1内   他   小  診療所
     　緑160 名古屋市緑区潮見が丘１－５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581140,161,2 小出耳鼻咽喉科 〒458-0021 052-895-7222小出　純一 小出　純一 平 9. 5. 1耳   気食 診療所
     　緑161 名古屋市緑区滝ノ水４－３０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 1582140,162,0 耳鼻咽喉科きしもとク〒458-0804 052-878-6661岸本　厚 岸本　厚 平 9. 5. 1耳い 皮   診療所
     　緑162 リニック 名古屋市緑区亀ヶ洞１－７０２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583140,163,8 眼科はせ川こうクリニ〒458-0802 052-879-1828長谷川　公 長谷川　公 平 9. 8. 1眼   循   内  診療所
     　緑163 ック 名古屋市緑区兵庫１－１０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584140,165,3 ほりさわ皮ふ科 〒458-0848 052-877-1900堀澤　明子 堀澤　明子 平28. 9.22皮   内   診療所
     　緑165 名古屋市緑区水広１－１０３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585140,169,5 ひらおクリニック 〒458-0003 052-879-1581平尾　哲夫 平尾　哲夫 平10.10. 1外   胃   リハ診療所
     　緑169 名古屋市緑区黒沢台４－１１０６常　勤:    1 新規 こう 整外 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586140,171,1 大高医院 〒459-8001 052-621-2417平野　繁 平野　繁 平11. 4. 1皮   診療所
     　緑171 名古屋市緑区大高町中屋敷６２－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587140,172,9 有松クリニック 〒458-0924 052-624-2151石田　松雄 石田　松雄 平11. 7. 1精   心内 神  診療所
     　緑172 名古屋市緑区有松３３０３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588140,173,7 耳鼻咽喉科友愛クリニ〒458-0003 052-879-1222内田　ゆか里 内田　ゆか里 平11. 7. 1耳   診療所
     　緑173 ック 名古屋市緑区黒沢台５ー１３２８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589140,174,5 しまだ耳鼻咽喉科 〒458-0833 052-623-7177島田　久美 島田　久美 平21. 5. 1耳い 診療所
     　緑174 名古屋市緑区青山３－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590140,175,2 みどり松川クリニック〒458-0045 052-899-3200松川　幸平 松川　幸平 平11.11. 1内   小   皮  診療所
     　緑175 名古屋市緑区鹿山２－４０ 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591140,177,8 医療法人森瀬内科 〒458-0008 052-877-9900医療法人森瀬内科　理森瀬　公友 平12. 1. 1内   胃   診療所
     　緑177 名古屋市緑区平手北１－９０２ 常　勤:    1事長　森瀬　公友 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1592140,178,6 医療法人清水会相生山〒458-0813 052-878-3711医療法人清水会　理事佐藤　貴久 平12. 2. 1一般        56病院
     　緑178 病院 名古屋市緑区藤塚３－２７０４ 常　勤:   13長　佐藤　貴久 新規 療養       106現存
     (医      11) 平30. 2. 1内   循   呼  
     (薬       2) 消   リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593140,181,0 医療法人健進会こうの〒458-0847 052-891-8131医療法人健進会　理事河野　久 平12.10. 1整外 外   形外診療所
     　緑181 整形外科 名古屋市緑区浦里２－１７４ 常　勤:    1長　河野　久 組織変更 リハ 内   皮  現存
     (医       1) 平24.10. 1リウ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594140,182,8 大清水クリニック 〒458-0806 052-879-3388柴田　真一 柴田　真一 平12.11. 1内   小   神内診療所
     　緑182 名古屋市緑区大清水西２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595140,183,6 森田こどもクリニック〒458-0804 052-879-3879森田　豊 森田　豊 平12.11. 1小   アレ 診療所
     　緑183 名古屋市緑区亀が洞３－１１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596140,184,4 ちはら小児科 〒458-0830 052-625-6665医療法人桃蹊　理事長千原　克 平13. 1. 1小   内   皮  診療所
     　緑184 名古屋市緑区姥子山５－７０９ 常　勤:    1　千原　克 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597140,185,1 医療法人糖生会　桝永〒458-0801 052-892-3663医療法人糖生会　理事桝永　留美 平13. 1. 1内   小   診療所
     　緑185 医院 名古屋市緑区鳴海町矢切２８ 常　勤:    1長　桝永　留美 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598140,186,9 広瀬内科クリニック 〒458-0830 052-629-0770廣瀬　聡 廣瀬　聡 平13. 2. 1内   消   呼  診療所
     　緑186 名古屋市緑区姥子山１－６０８ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599140,187,7 医療法人敬友会　丹羽〒459-8001 052-624-1600医療法人敬友会　理事丹羽　充彦 平13. 4. 1内   小   胃  診療所
     　緑187 内科 名古屋市緑区大高町鶴田２１３ 常　勤:    1長　丹羽　充彦 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600140,188,5 神沢皮フ科 〒458-0014 052-877-8087濱口　哲 濱口　哲 平13. 7. 1皮   アレ 診療所
     　緑188 名古屋市緑区神沢１－３１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1601140,191,9 たうち小児クリニック〒459-8006 052-626-3500田内　昭 田内　昭 平13.10. 1小   診療所
     　緑191 名古屋市緑区倉坂１５１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602140,193,5 平岩クリニック 〒458-0801 052-621-0757平岩　親輔 平岩　親輔 平13.11. 6内   ひ   診療所
     　緑193 名古屋市緑区鳴海町平部５２－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603140,194,3 宮島クリニック 〒458-0837 052-879-0500宮島　和之 宮島　和之 平13.12. 1内   他   小  診療所
     　緑194 名古屋市緑区赤松２０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604140,195,0 潮見が丘皮ふ科 〒458-0801 052-629-5381松田　俊樹 松田　俊樹 平14. 1. 1皮   形外 診療所
     　緑195 名古屋市緑区鳴海町宿地３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605140,196,8 鳴海ひまわりクリニッ〒458-0801 052-629-4041池田　淑夫 池田　淑夫 平21.10. 1心内 精   診療所
     　緑196 ク 名古屋市緑区鳴海町三皿２９－１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606140,201,6 眼科まつもとクリニッ〒458-0041 052-899-3837松本　光正 松本　光正 平14. 5. 1眼   診療所
     　緑201 ク 名古屋市緑区鳴子町４－８ヒルト常　勤:    1 新規 現存
     ップ鳴子１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607140,202,4 松山医院 〒458-0831 052-621-0552松山　裕宇 松山　裕宇 平14. 4. 1内   他   診療所
     　緑202 名古屋市緑区鳴海町向田２５１ー常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608140,203,2 コスモスこどもクリニ〒458-0006 052-877-7588医療法人萌木会　理事前田　敏子 平14. 7. 1小   循   アレ診療所
     　緑203 ック 名古屋市緑区細口３－５３１ 常　勤:    1長　前田　敏子 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609140,204,0 わかさとクリニック 〒458-0847 052-899-3788長谷川　義武 長谷川　義武 平14.10. 1内   リハ 循  診療所
     　緑204 名古屋市緑区浦里１－９８ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1610140,206,5 おけはざまクリニック〒458-0913 052-629-2300医療法人静心会　理事山下　満 平14.11. 1内   ひ   皮  診療所
     　緑206 名古屋市緑区桶狭間北３－１０７常　勤:    1長　藤田　潔 新規 他   現存
     (医       1) 平26.11. 1循内、血内、分
     非常勤:   15 泌内、腎内
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611140,207,3 医療法人平松内科クリ〒458-0015 052-878-1230医療法人平松内科クリ平松　幸治 平15. 1. 1内   小   呼  診療所
     　緑207 ニック 名古屋市緑区篠の風３－１１２ 常　勤:    1ニック　理事長　平松 組織変更 消   アレ 心内現存
     (医       1)　幸治 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612140,208,1 みずのクリニック水広〒458-0848 052-875-0021医療法人豊水会　理事小野　正孝 平15. 4. 1内   小   診療所
     　緑208 分院 名古屋市緑区水広３－８０６ 常　勤:    1長　水野　雅夫 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613140,209,9 耳鼻咽喉科田辺クリニ〒458-0910 052-624-5446医療法人耳鼻咽喉科田田辺　勉 平15. 8. 1耳い アレ 小  診療所
     　緑209 ック 名古屋市緑区桶狭間森前２１２３常　勤:    1辺クリニック　理事長 組織変更 他   現存
     (医       1)　田辺　勉 平27. 8. 1小耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614140,210,7 藤内科クリニック 〒458-0002 052-878-5100藤　明彦 藤　明彦 平15.12. 1内   消   診療所
     　緑210 名古屋市緑区桃山３－９０２－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615140,211,5 はせがわ耳鼻咽喉科 〒458-0044 052-892-3300長谷川　寿珠 長谷川　寿珠 平16. 3. 1耳い 診療所
     　緑211 名古屋市緑区池上台２－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616140,212,3 つるた小児科 〒459-8001 052-625-5469医療法人健礼会　理事鶴田　光敏 平16. 6. 1小   アレ 診療所
     　緑212 名古屋市緑区大高町下塩田３７ 常　勤:    1長　鶴田　光敏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617140,215,6 岡田内科クリニック 〒458-0036 052-621-6666医療法人岡田内科クリ岡田　源義 平16.11. 1内   小   診療所
     　緑215 名古屋市緑区六田１－３２４ 常　勤:    1ニック　理事長　岡田 組織変更 現存
     (医       1)　源義 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618140,216,4 篠の風クリニック 〒458-0015 052-879-3330池田　修平 池田　修平 平17. 2. 1外   内   消  診療所
     　緑216 名古屋市緑区篠の風２－４２４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1619140,219,8 尾崎山内科クリニック〒458-0024 052-626-3755林　邦彦 林　邦彦 平17. 4. 1内   循   小  診療所
     　緑219 名古屋市緑区尾崎山２－１００５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620140,221,4 かみのくら整形外科 〒458-0808 052-875-0555加藤　斉 加藤　斉 平17. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　緑221 名古屋市緑区東神の倉３－１８０常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621140,222,2 有松眼科 〒458-0924 052-625-4936盛岡　京子 盛岡　京子 平17. 8. 1眼   診療所
     　緑222 名古屋市緑区有松２６１７アイボ常　勤:    1 新規 現存
     リー有松３階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622140,223,0 なるこ田中医院 〒458-0041 052-895-2757田中　智子 田中　智子 平17. 9. 1呼   内   小  診療所
     　緑223 名古屋市緑区鳴子町４－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623140,224,8 たけうち整形外科 〒458-0037 052-899-5520竹内　正典 竹内　正典 平17.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　緑224 名古屋市緑区潮見が丘２－２５０常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624140,226,3 いとう耳鼻咽喉科クリ〒458-0815 052-879-3801伊藤　靖浩 伊藤　靖浩 平18. 2. 1耳い 診療所
     　緑226 ニック 名古屋市緑区徳重５－４０２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625140,227,1 内科・胃腸科くすがみ〒458-0830 052-626-8880楠神　和男 楠神　和男 平18. 5. 1内   胃   循  診療所
     　緑227 クリニック 名古屋市緑区姥子山４－１０２ 常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626140,228,9 清水山整形外科クリニ〒458-0910 052-629-0880米澤　正人 米澤　正人 平18. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　緑228 ック 名古屋市緑区桶狭間森前２１２５常　勤:    1 新規 形外 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627140,229,7 徳重ウイメンズケアク〒458-0815 052-877-1333医療法人一真会　理事青木　豊和 平18. 7. 1一般        10診療所
     　緑229 リニック 名古屋市緑区徳重２－１８１０ 常　勤:    1長　青木　豊和 組織変更 産婦 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628140,230,5 アイクリニック緑 〒458-0023 052-878-5979伊藤　明 伊藤　明 平18. 8. 1眼   診療所
     　緑230 名古屋市緑区鴻仏目２－１０３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629140,231,3 亀が洞皮フ科 〒458-0804 052-878-9901小路　雅人 小路　雅人 平18. 9. 1皮   形外 アレ診療所
     　緑231 名古屋市緑区亀が洞１－１６０７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 1630140,232,1 砦前クリニック 〒458-0833 052-846-2600阿部　徳一郎 阿部　徳一郎 平18.12. 1精   神   診療所
     　緑232 名古屋市緑区青山３－２３ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631140,233,9 さわ眼科 〒458-0001 052-875-0038澤　浩 澤　浩 平18.12. 1眼   診療所
     　緑233 名古屋市緑区梅里１－８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632140,234,7 きむら内科小児科クリ〒458-0812 052-876-8776医療法人仁尚会　理事木村　仁志 平19. 1. 1小   内   他  診療所
     　緑234 ニック 名古屋市緑区神の倉３－１０ 常　勤:    2長　木村　尚子 組織変更 腎内 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633140,235,4 ヒルトップ医療クリニ〒458-0801 052-893-0662医療法人ヒルトップ医重倉　朋名 平19. 1. 1内   整外 リハ診療所
     　緑235 ック 名古屋市緑区鳴海町三高根５５－常　勤:    2療クリニック　理事長 組織変更 現存
     １ (医       2)　重倉　朋名 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634140,236,2 みみはなのど岩島クリ〒458-0810 052-629-0087医療法人みみはなのど岩島　洋一郎 平19. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     　緑236 ニック 名古屋市緑区八つ松２－１０２ 常　勤:    1岩島クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　岩島　洋一郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635140,237,0 ジャパン藤脳クリニッ〒458-0816 052-875-2235医療法人コジマ会　理木家　信夫 平19. 2. 1一般        19診療所
     　緑237 ク 名古屋市緑区横吹町１９１８－１常　勤:    1事長　小嶋　純二郎 新規 脳外 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636140,238,8 医療法人田中胃腸科内〒458-0011 052-892-5155医療法人田中胃腸科内田中　正人 平19. 4. 1胃   内   小  診療所
     　緑238 科 名古屋市緑区相川２－１０５ 常　勤:    1科　理事長　田中　正 組織変更 現存
     (医       1)人 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637140,239,6 渡辺皮フ科クリニック〒458-0011 052-892-4141医療法人薫風会　理事渡邊　薫 平19. 4. 1皮   小   アレ診療所
     　緑239 名古屋市緑区相川２－１０５アレ常　勤:    1長　渡邊　薫 組織変更 現存
     ックスビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638140,240,4 原田眼科 〒459-8001 052-625-5335医療法人景山会　理事原田　景子 平19. 4. 1一般         2診療所
     　緑240 名古屋市緑区大高町天神７５ 常　勤:    2長　原田　景子 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   191 頁

 1639140,241,2 野々田医院 〒458-0038 052-895-3279医療法人野々田医院　野々田　浩一 平19. 4. 1内   小   診療所
     　緑241 名古屋市緑区作の山町１５ 常　勤:    1理事長　野々田　浩一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640140,243,8 高橋ファミリークリニ〒458-0826 052-622-1131医療法人貴優会　理事髙橋　信雄 平19. 4. 1他   内   小  診療所
     　緑243 ック 名古屋市緑区平子が丘１５０３ 常　勤:    1長　髙橋　信雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641140,244,6 泉谷ふれ愛クリニック〒458-0848 052-879-2022泉谷　正伸 泉谷　正伸 平19. 5. 1ひ   他   診療所
     　緑244 名古屋市緑区水広１－９０２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642140,245,3 阿部医院 〒458-0015 052-895-7345阿部　稔雄 阿部　稔雄 平19. 6. 1内   循   診療所
     　緑245 名古屋市緑区篠の風１－１３０１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643140,246,1 山田クリニック 〒458-0043 052-891-5211山田　富美子 山田　富美子 平19. 8. 1小   皮   アレ診療所
     　緑246 名古屋市緑区万場山２－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644140,247,9 竹内クリニック 〒458-0804 052-875-0122竹内　文康 竹内　文康 平19.11. 1内   消   診療所
     　緑247 名古屋市緑区亀が洞１－１６０８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645140,249,5 とどろきクリニック 〒458-0831 052-621-0807等々力　勇三 等々力　勇三 平23. 5. 1内   他   小  診療所
     　緑249 名古屋市緑区鳴海町向田１２６－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646140,250,3 しみずやま眼科 〒458-0910 052-626-3570近藤　未佳 近藤　未佳 平20.12. 1眼   アレ 診療所
     　緑250 名古屋市緑区桶狭間森前２１２６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647140,252,9 武田ハートクリニック〒458-0851 052-876-1180武田　功 武田　功 平21. 3. 1内   他   診療所
     　緑252 名古屋市緑区熊の前１－１１４ 常　勤:    1 新規 循環器内科、血現存
     (医       1) 平27. 3. 1管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648140,255,2 名古屋フォレストクリ〒459-8016 052-624-4010河野　和彦 河野　和彦 平21. 7. 1他   神内 診療所
     　緑255 ニック 名古屋市緑区南大高３－１３０５常　勤:    1 新規 老年精神科、漢現存
     (医       1) 平27. 7. 1方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649140,256,0 大高アイクリニック 〒459-8016 052-625-7772青木　直樹 青木　直樹 平21.10. 1眼   診療所
     　緑256 名古屋市緑区南大高２－４５０イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール大高２階 (医       1) 平27.10. 1
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 1650140,257,8 総合病院　南生協病院〒459-8016 052-625-0373南医療生活協同組合　長江　浩幸 平22. 3.23一般       313病院
     　緑257 名古屋市緑区南大高２－２０４ 常　勤:   56代表理事　成瀬　幸雄 移動 内   他   神内現存
     (医      56) 平28. 3.23外   呼外 整外
     非常勤:  106 小   産婦 精  
     (医     106) 耳い 眼   皮  
     脳外 放   リウ
     ひ   麻   リハ
     呼内 病理 小外
     循内、消内、消
     外、乳外、肛外
     、腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651140,259,4 整形外科　鳴子クリニ〒458-0041 052-895-7651藤田　寛二 藤田　寛二 平22. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     　緑259 ック 名古屋市緑区鳴子町１－４４－２常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652140,260,2 藤田外科 〒458-0820 052-621-4323医療法人藤和会　理事藤田　喜正 平22. 7. 1外   内   皮  診療所
     　緑260 名古屋市緑区境松２－３３３ 常　勤:    1長　藤田　喜正 組織変更 整外 他   ひ  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653140,261,0 徳重ながさわクリニッ〒458-0815 052-875-0550医療法人ＴＮＣ　理事長澤　圭一 平22. 7. 1内   小   他  診療所
     　緑261 ク 名古屋市緑区徳重２－１６２１ 常　勤:    1長　長澤　圭一 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654140,263,6 徳重眼科 〒458-0852 052-877-7165蓮野　善紀 蓮野　善紀 平22.12. 1眼   診療所
     　緑263 名古屋市緑区元徳重１－５０５ヒ常　勤:    1 新規 現存
     ルズウォーク徳重ガーデンズ２階(医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655140,264,4 ロイヤルベルクリニッ〒458-0848 052-879-6660医療法人葵鐘会　理事丹羽　慶光 平22.12. 1一般        19診療所
     (141,264,9) ク 名古屋市緑区水広１－１７１５ 常　勤:    8長　山下　守 新規 産   婦   他  現存
     　緑264 (医       6) 平28.12. 1小   歯   
     (歯       2) 婦（不妊治療）
     非常勤:   55 、児精、小循内
     (医      55)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656140,266,9 うばこ山整形外科クリ〒458-0830 052-623-1121小野　芳裕 小野　芳裕 平23. 5. 1整外 外   リハ診療所
     　緑266 ニック 名古屋市緑区姥子山４－１０４ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1657140,267,7 とくしげ呼吸器クリニ〒458-0852 052-878-5941医療法人ＳＲＡ　理事榊原　博樹 平23.10. 1内   他   アレ診療所
     　緑267 ック 名古屋市緑区元徳重１－１７０５常　勤:    1長　佐々木　文彦 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658140,268,5 ほった整形外科 〒458-0011 052-879-2662医療法人ほった整形外堀田　功一 平23.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　緑268 名古屋市緑区相川３－７アイイー常　勤:    1科　理事長　堀田　功 組織変更 麻   現存
     ビル１階 (医       1)一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659140,269,3 ありす耳鼻咽喉科クリ〒459-8016 052-629-5881医療法人しおり会　理伊藤　昌彦 平23.11. 1耳い アレ 診療所
     　緑269 ニック 名古屋市緑区南大高４－１０８ 常　勤:    1事長　伊藤　昌彦 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660140,270,1 さそうクリニック 〒458-0924 052-621-0340医療法人健侑会　理事佐宗　克久 平24. 1. 1他   内   小  診療所
     　緑270 名古屋市緑区有松２６１７アイボ常　勤:    1長　佐宗　克久 組織変更 リハ 現存
     リー有松２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661140,272,7 産婦人科　野村クリニ〒458-0021 052-896-5311野村　祐久 野村　祐久 平24. 5. 1一般        11診療所
     　緑272 ック 名古屋市緑区滝ノ水４－３１５ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662140,273,5 とくしげ村上メンタル〒458-0814 052-877-9700村上　浩亮 村上　浩亮 平24. 7. 1精   心内 診療所
     　緑273 クリニック 名古屋市緑区鶴が沢１－２３０４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663140,274,3 こばやしファミリーク〒458-0002 052-875-0321小林　郁生 小林　郁生 平24. 9. 1内   小   他  診療所
     　緑274 リニック 名古屋市緑区桃山２－５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664140,276,8 鈴木眼科クリニック緑〒458-0810 052-629-3888鈴木　東光 鈴木　東光 平24.10. 1一般         2診療所
     　緑276 名古屋市緑区八つ松１－１９１２常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665140,277,6 中野循環器内科 〒458-0033 052-895-1777医療法人たすく会　理中野　佐上 平25. 1. 1内   他   小  診療所
     　緑277 名古屋市緑区相原郷１－１９０１常　勤:    1事長　中野　佐上 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1666140,279,2 まつもとクリニック 〒458-0919 052-624-8600医療法人松清会　理事松本　清 平25.10. 1内   他   外  診療所
     　緑279 名古屋市緑区桶狭間神明１７０２常　勤:    1長　松本　清 組織変更 小   現存
     (医       1) 平25.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667140,280,0 白土　永田眼科 〒458-0808 052-878-8780永田　徹也 永田　徹也 平25.11. 1眼   診療所
     　緑280 名古屋市緑区東神の倉３－３４０常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668140,282,6 耳鼻咽喉科　棚橋医院〒458-0824 052-621-8318棚橋　淳 棚橋　淳 平26. 4. 1耳い 他   診療所
     　緑282 名古屋市緑区鳴海町有松裏７－５常　勤:    2 交代 気管食道外科 現存
     ４五竜ビル (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669140,283,4 みどり耳鼻咽喉科クリ〒458-0820 052-623-3387鈴木　啓介 鈴木　啓介 平26. 5. 1耳い アレ 小  診療所
     　緑283 ニック 名古屋市緑区境松２－４０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670140,285,9 藤田メンタルケアサテ〒458-0801 052-879-3310医療法人静心会　理事森脇　正詞 平26.10. 1心内 精   診療所
     　緑285 ライト徳重北 名古屋市緑区元徳重１－２０５ 常　勤:    1長　藤田　潔 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671140,286,7 ナラティブクリニック〒458-0021 052-918-2448富田　崇由 富田　崇由 平26.11. 1内   心内 診療所
     　緑286 　みどり診療所 名古屋市緑区滝ノ水１－９０２　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672140,287,5 柊みみはなのどクリニ〒459-8001 052-621-3314医療法人る・ぷてぃ・川口　仁 平26.12. 1耳い 他   アレ診療所
     　緑287 ック大高駅前 名古屋市緑区大高町鶴田６１間瀬常　勤:    2らぱん　理事長　内藤 新規 小   皮   現存
     ビル１階 (医       2)　孝司 平26.12. 1小耳、気・耳い
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673140,289,1 南生協よってって横丁〒459-8016 052-626-1215南医療生活協同組合　諏訪　和志 平27. 4. 1内   診療所
     　緑289 　よってって在宅診療名古屋市緑区南大高２－７０１ 常　勤:    1代表理事　成瀬　幸雄 新規 現存
     所 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1674140,291,7 南生協よってって横丁〒459-8016 052-626-1026南医療生活協同組合　古水　克明 平27. 4. 1精   診療所
     　緑291 　メンタルクリニック名古屋市緑区南大高２－７０１ 常　勤:    3代表理事　成瀬　幸雄 新規 現存
     みなみ (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675140,293,3 平松形成外科 〒458-0003 052-877-7700平松　幸恭 平松　幸恭 平27. 8. 1形外 他   皮  診療所
     　緑293 名古屋市緑区黒沢台５－１２１１常　勤:    1 新規 美容皮フ科 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676140,294,1 桃山こどもクリニック〒458-0001 052-853-9333山本　康人 山本　康人 平27. 8. 1小   他   アレ診療所
     　緑294 名古屋市緑区梅里２－５－１ 常　勤:    1 新規 小児腎臓内科 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677140,295,8 にしはら眼科クリニッ〒458-0037 052-899-0380西原　裕晶 西原　裕晶 平27.10. 1眼   他   診療所
     　緑295 ク 名古屋市緑区潮見が丘１－４８－常　勤:    1 新規 小児眼科 現存
     ２ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678140,296,6 あらき皮フ科 〒459-8001 052-621-2221荒木　美好 荒木　美好 平27.11. 1皮   アレ 診療所
     　緑296 名古屋市緑区大高町石ノ戸２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679140,298,2 千賀内科外科クリニッ〒459-8001 052-621-9477医療法人Ｍ＆Ｓ会　理千賀　美紀 平27.11. 1内   外   こう診療所
     　緑298 ク 名古屋市緑区大高町亀原６２ 常　勤:    1事長　千賀　美紀 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680140,300,6 さがら整形外科 〒458-0848 052-875-0075相良　学爾 相良　学爾 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　緑300 名古屋市緑区水広２－１２１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681140,301,4 みどり訪問クリニック〒458-0007 052-680-7030医療法人みどり訪問ク姜　琪鎬 平28. 4. 1内   ひ   診療所
     　緑301 名古屋市緑区篭山１－１０９－１常　勤:    5リニック　理事長　姜 組織変更 現存
     シティコーポ小坂南１０２ (医       5)　琪鎬 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682140,302,2 相川みんなの診療所 〒458-0011 052-875-3792梶野　真一 梶野　真一 平28. 8. 1内   他   小  診療所
     　緑302 名古屋市緑区相川３－２４６－２常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     (医       1) 平28. 8. 1科・消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   196 頁

 1683140,303,0 たかぎファミリークリ〒458-0013 052-848-8900髙木　大志 髙木　大志 平28.10. 1内   外   リハ診療所
     　緑303 ニック 名古屋市緑区ほら貝３－９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684140,304,8 もりかわファミリーク〒458-0848 052-879-6511森川　友裕 森川　友裕 平28.11. 1内   小   他  診療所
     　緑304 リニック 名古屋市緑区水広２－１１９ 常　勤:    1 新規 他は、消化器内現存
     (医       1) 平28.11. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685140,305,5 とくしげ在宅クリニッ〒458-0815 052-680-9705医療法人とくしげ会　髙林　新 平29. 1. 1内   他   呼内診療所
     　緑305 ク 名古屋市緑区徳重５－４１５ 常　勤:    1理事長　髙林　新 組織変更 皮   小   精  現存
     (医       1) 平29. 1. 1他は循環器内科
     非常勤:   14 、老年内科
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686140,306,3 柊クリニック　有松駅〒458-0824 052-622-5101医療法人る・ぷてぃ・高田　勲矢 平29. 4. 1小   耳い 診療所
     　緑306 前 名古屋市緑区鳴海町有松裏２００常　勤:    1らぱん　理事長　内藤 新規 現存
     ウインハート有松住宅棟１階 (医       1)　孝司 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687140,307,1 ファミリーランドクリ〒459-8016 052-623-0050医療法人ＫＬＣ　理事加藤　研 平29. 5. 1内   呼内 小  診療所
     　緑307 ニック南大高 名古屋市緑区南大高４－１８０５常　勤:    2長　新美　直希 新規 アレ 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688140,308,9 徳重整形外科クリニッ〒458-0804 052-878-8858医療法人大志　理事長土屋　大志 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　緑308 ク 名古屋市緑区亀が洞１－１３１０常　勤:    1　土屋　大志 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689140,309,7 吉山眼科クリニック 〒458-0801 052-626-1600吉山　亜紀 吉山　亜紀 平29. 5. 1眼   診療所
     　緑309 名古屋市緑区鳴海町本町２８－１常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690140,310,5 大同みどりクリニック〒458-0801 052-891-4157社会医療法人宏潤会　印牧　直人 平29. 5. 1内   他   整外診療所
     　緑310 名古屋市緑区鳴海町矢切３７ 常　勤:    2理事長　宇野　雄祐 交代 リウ リハ 神内現存
     (医       2) 平29. 5. 1外   ひ   小  
     非常勤:   12 消内、糖・分泌
     (医      12) 内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691140,311,3 佐竹眼科　在宅クリニ〒458-0005 080-1569-0638佐竹　成子 佐竹　成子 平29. 9. 1眼   診療所
     　緑311 ック 名古屋市緑区鳴丘１－１３３１－常　勤:    1 新規 現存
     １ライオンズマンション鳴丘壱番(医       1) 平29. 9. 1
     館３０４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1692140,312,1 もろの木こどもクリニ〒458-0817 052-878-8878諸岡　正史 諸岡　正史 平30. 3. 1小   アレ 診療所
     　緑312 ック 名古屋市緑区諸の木３－５０２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693140,313,9 あおやま胃腸内科外科〒458-0818 052-876-1300医療法人あおやま胃腸青山　浩幸 平30. 3. 1内   他   外  診療所
     　緑313 名古屋市緑区鳴海町大清水６９－常　勤:    2内科外科　理事長　青 組織変更 こう リハ 現存
     １１ (医       2)山　浩幸 平30. 3. 1他：胃内、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694140,314,7 藍こころクリニック 〒458-0919 052-629-0066杉山　通 杉山　通 平30. 4. 1心内 精   診療所
     　緑314 名古屋市緑区桶狭間神明１７２８常　勤:    1 新規 現存
     パレソレイユ１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695140,315,4 訪問クリニック大高亀〒459-8001 052-613-9786医療法人Ｍ＆Ｓ会　理千賀　省始 平30. 4. 1一般 診療所
     　緑315 原 名古屋市緑区大高町亀原４８－１常　勤:    1事長　千賀　美紀 組織変更     一般     2現存
     (医       1) 平30. 4. 1外   内   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696140,316,2 緑かごやま皮膚科クリ〒458-0807 052-746-1241磯村　巌 磯村　巌 平30. 5. 1皮   アレ 他  診療所
     　緑316 ニック 名古屋市緑区砂田２－１０１ 常　勤:    1 新規 他：小児皮膚科現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697140,318,8 池上台Ｋ’Ｓクリニッ〒458-0044 052-891-3181金井　彰夫 金井　彰夫 平30. 5. 1内   小   他  診療所
     　緑318 ク 名古屋市緑区池上台１－１９６ 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698140,319,6 白土いとうクリニック〒458-0813 052-878-0033伊藤　良太郎 伊藤　良太郎 平30. 5. 1内   外   小  診療所
     　緑319 名古屋市緑区藤塚３－１６１９－常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699150,002,5 西山団地内科胃腸科 〒465-0084 052-701-1121医療法人清俊会　理事大脇　政志 平14. 4. 1一般        19診療所
     　名東2 名古屋市名東区西里町１－３６ 常　勤:    2長　大脇　俊宏 移動 内   胃   循  現存
     (医       2) 平26. 4. 1呼   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700150,015,7 北村医院 〒465-0087 052-701-4835北村　泰子 北村　泰子 平元. 8. 7耳い 小   婦  診療所
     　名東15 名古屋市名東区名東本通５－３５常　勤:    1 移動 内   アレ 皮  現存
     (医       1) 平28. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1701150,022,3 木村病院 〒465-0087 052-781-1119医療法人桂名会　理事木村　衛 平24. 5. 1一般        55病院
     　名東22 名古屋市名東区名東本通２－２２常　勤:    9長　木村　衛 移動 内   他   呼内現存
     －１ (医       9) 平30. 5. 1神内 外   整外
     非常勤:   30 リハ 皮   リウ
     (医      30) 循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702150,035,5 本郷眼科・神経内科 〒465-0024 052-771-9136高柳　泰世 高柳　泰世 昭48. 4. 1眼   神内 診療所
     　名東35 名古屋市名東区本郷２－８３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703150,041,3 武井医院 〒465-0013 052-771-1139武井　 明 武井　 明 平26. 4. 1内   小   診療所
     　名東41 名古屋市名東区社口２－１００１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704150,042,1 東名クリニック 〒465-0003 052-772-2951渡辺　登 渡辺　登 平元. 9.18内   小   診療所
     　名東42 名古屋市名東区延珠町１３０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705150,064,5 名古屋市医師会名東区〒465-0027 052-774-6631一般社団法人名古屋市舩橋　克明 平27. 3. 1内   小   診療所
     　名東64 休日急病診療所 名古屋市名東区丁田町３５ 常　勤:    1医師会　会長　杉田　 移動 現存
     (医       1)洋一 平27. 3. 1
     非常勤:   52
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706150,068,6 白楊会病院 〒465-0025 052-703-2226医療法人白楊会　理事山本　明和 昭55.10.17療養        24病院
     　名東68 名古屋市名東区上社４－１８１ 常　勤:    3長　山本　明和 内   他   外  現存
     (医       2) 平28.10.17ひ   
     (薬       1) 腎内、人工透内
     非常勤:   16 、消内、糖内
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707150,076,9 なかむら眼科 〒465-0013 052-774-0364中村　牧子 中村　牧子 昭55. 6. 1眼   診療所
     　名東76 名古屋市名東区社口１－４１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708150,080,1 安井クリニック 〒465-0087 052-701-1176医療法人貞洋会　理事安井　保 平18.11. 1外   整外 耳い診療所
     　名東80 名古屋市名東区名東本通４－２６常　勤:    2長　安井　保 その他 内   皮   胃  現存
     (医       2) 平24.11. 1こう 
     非常勤:    4
     (医       4)
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 1709150,082,7 名古屋市厚生院 〒465-0055 052-704-2211名古屋市長　河村　た水野　弥一 昭57.10.27一般       140病院
     (151,082,2) 名古屋市名東区勢子坊２－１５０常　勤:   11かし 内   外   神内現存
     　名東82 １ (医      11) 平24.10.27整外 精   皮  
     非常勤:   15 ひ   婦   眼  
     (医      11) 耳い リハ 放  
     (歯       4) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710150,083,5 桜井医院 〒465-0008 052-771-0679桜井　邦輝 桜井　邦輝 昭60. 1. 1内   放   診療所
     　名東83 名古屋市名東区猪子石原３－２６常　勤:    1 現存
     ０１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711150,084,3 医療法人香徳会メイト〒465-0025 052-701-7000医療法人香徳会　理事本田　圭祐 昭60. 8. 1一般        40病院
     　名東84 ウホスピタル 名古屋市名東区上社３－１９１１常　勤:    4長　加藤　容子 療養        61現存
     (医       4) 平24. 8. 1内   他   整外
     非常勤:   34 皮   リハ 
     (医      33)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712150,086,8 大屋内科 〒465-0057 052-703-1855大屋　敬彦 大屋　敬彦 昭61. 8. 1内   消   循  診療所
     　名東86 名古屋市名東区陸前町２５１１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713150,088,4 医療法人愛希会前田医〒465-0065 052-703-3000医療法人愛希会　理事前田　敏夫 昭62. 4. 1内   小   皮  診療所
     　名東88 院 名古屋市名東区梅森坂３－５２０常　勤:    2長　前田　敏夫 現存
     １ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714150,089,2 医療法人社団藤が丘ク〒465-0046 052-775-5550医療法人社団藤が丘ク鈴木　俊郎 平 3.12. 1呼   循   外  診療所
     　名東89 リニック 名古屋市名東区望が丘３０４ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 内   小   アレ現存
     (医       1)木　俊郎 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715150,094,2 須賀耳鼻咽喉科 〒465-0005 052-773-3387須賀　克己 須賀　克己 昭63. 5. 1耳   診療所
     　名東94 名古屋市名東区香流１－１１０８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716150,097,5 医療法人白樺会高島内〒465-0063 052-701-6001医療法人白樺会高島内高島　由也子 平元. 9. 1内   眼   小  診療所
     　名東97 科眼科 名古屋市名東区新宿２－２３９ 常　勤:    1科眼科　理事長　高島 現存
     (医       1)　由也子 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717150,098,3 渡辺内科 〒465-0042 052-777-0211渡辺　頴介 渡辺　頴介 平元.11. 1内   呼   消  診療所
     　名東98 名古屋市名東区照が丘２１２ 常　勤:    1 循   小   リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1アレ 
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 1718150,100,7 医療法人澤田医院 〒465-0002 052-771-1472医療法人澤田医院　理澤田　淳二 平元.11. 1内   小   診療所
     　名東100 名古屋市名東区引山４－５０１ 常　勤:    1事長　澤田　淳二 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719150,102,3 医療法人池田整形外科〒465-0051 052-703-5311医療法人池田整形外科池田　允彦 平 2. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東102 名古屋市名東区社が丘２－７０１常　勤:    2　理事長　池田　允彦 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720150,103,1 医療法人今井内科胃腸〒465-0097 052-771-3322医療法人今井内科胃腸今井　英人 平 2. 3. 1内   胃   小  診療所
     　名東103 科クリニック 名古屋市名東区平和が丘５－２７常　勤:    1科クリニック　理事長 心内 現存
     (医       1)　今井　英人 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721150,105,6 若葉台クリニック 〒465-0015 052-777-2888医療法人若葉台クリニ鈴木　信子 平 2. 5. 1小   産婦 診療所
     　名東105 名古屋市名東区若葉台５０２ 常　勤:    2ック　理事長　鈴木　 現存
     (医       2)信子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722150,109,8 医療法人北国会北川内〒465-0037 052-774-1833医療法人北国会　理事北川　渡 平 2. 9. 1内   他   リウ診療所
     　名東109 科 名古屋市名東区藤香町１４ 常　勤:    2長　北川　渡 腎内、循内、消現存
     (医       2) 平29. 9. 1内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723150,113,0 雨宮整形外科医院 〒465-0093 052-701-6303雨宮　浩 雨宮　浩 平 3. 1.29一般         4診療所
     　名東113 名古屋市名東区一社２－１６９ 常　勤:    1 内   リハ 外  現存
     (医       1) 平30. 1.29整外 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724150,116,3 医療法人中村クリニッ〒465-0068 052-703-5165医療法人中村クリニッ中村　俊信 平 3. 5. 1内   小   呼  診療所
     　名東116 ク 名古屋市名東区牧の里２－１９０常　勤:    1ク　理事長　中村　俊 皮   アレ 現存
     ７ (医       1)信 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725150,117,1 はせがわクリニック 〒465-0061 052-702-1088長谷川　義夫 長谷川　義夫 平 3. 9. 1内   胃   小  診療所
     　名東117 名古屋市名東区高針３－４０６ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726150,121,3 久徳クリニック 〒465-0025 052-703-5510医療法人健育会　理事久徳　知裕 平 4. 4. 1アレ 呼   心内診療所
     　名東121 名古屋市名東区上社５－２０１ 常　勤:    2長　久徳　知裕 小   内   精  現存
     (医       2) 平28. 4. 1皮   神   放  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727150,123,9 えさき皮フ科医院 〒465-0064 052-704-8012江崎　健司 江崎　健司 平 4. 5. 1皮   診療所
     　名東123 名古屋市名東区大針１－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 1728150,127,0 名東医院 〒465-0081 052-702-6001伊藤　克昭 伊藤　克昭 平 5. 4. 1内   胃   小  診療所
     　名東127 名古屋市名東区高間町４１４ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729150,128,8 医療法人玉田皮膚科 〒465-0097 052-773-5422医療法人玉田皮膚科　玉田　康彦 平 5.10. 1皮   小   診療所
     　名東128 名古屋市名東区平和が丘１－８ 常　勤:    2理事長　玉田　康彦 組織変更 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730150,129,6 西山産婦人科・内科 〒465-0086 052-701-3565西山　朗 西山　朗 平 6. 1. 1内   小   産婦診療所
     　名東129 名古屋市名東区代万町１－９３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731150,131,2 医療法人陽幸会藤ケ丘〒465-0048 052-777-3783医療法人陽幸会　理事南部　陽一 平12. 5. 6精   神   心内診療所
     　名東131 メンタルクリニック 名古屋市名東区藤見が丘６セント常　勤:    1長　南部　陽一 移動 現存
     ラルスクエア２階 (医       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732150,133,8 医療法人真正会　川村〒465-0025 052-777-0776医療法人真正会　理事星野　真貴子 平22.10.12小   内   診療所
     　名東133 小児科 名古屋市名東区上社２－４２－１常　勤:    1長　星野　真貴子 移動 現存
     (医       1) 平28.10.12
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733150,136,1 医療法人まえだ皮フ科〒465-0026 052-776-0345医療法人まえだ皮フ科前田　直徳 平 7. 5. 1皮   小   診療所
     　名東136 クリニック 名古屋市名東区藤森１－７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)前田　直徳 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734150,138,7 松永クリニック 〒465-0035 052-773-3312医療法人松池会　理事松永　仁毅 平 8. 1. 1耳い 皮   アレ診療所
     　名東138 名古屋市名東区豊が丘２０８ 常　勤:    2長　松永　仁毅 組織変更 気食 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735150,141,1 戸谷内科 〒465-0041 052-773-3030戸谷　康信 戸谷　康信 平 8. 7. 1内   呼   循  診療所
     　名東141 名古屋市名東区朝日が丘２ＴＳビ常　勤:    1 新規 皮   小   アレ現存
     ル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736150,142,9 医療法人藤ケ丘レディ〒465-0036 052-775-1103医療法人藤ケ丘レディ菅　整一 平 8. 8. 1産婦 診療所
     　名東142 スクリニック 名古屋市名東区藤里町１６０２ 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　菅　整一 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1737150,148,6 奈倉レディースクリニ〒465-0017 052-777-0111奈倉　信寛 奈倉　信寛 平 9.11. 1一般         8診療所
     　名東148 ック 名古屋市名東区つつじが丘７１２常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738150,149,4 医療法人博報会いのこ〒465-0008 052-777-5688医療法人博報会　理事木村　敏男 平10. 6. 1療養        52病院
     　名東149 し病院 名古屋市名東区猪子石原１－１５常　勤:    2長　柵木　充明 新規 内   胃   リハ現存
     ０１ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739150,151,0 医療法人正真会あさの〒465-0097 052-777-5525医療法人正真会　理事浅野　正文 平11. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　名東151 整形外科 名古屋市名東区平和が丘５－４０常　勤:    1長　浅野　正文 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740150,152,8 医療法人はなみ会伊藤〒465-0008 052-777-3387医療法人はなみ会　理伊藤　晴夫 平11. 1. 1耳い アレ 気食診療所
     　名東152 耳鼻咽喉科名東診療所名古屋市名東区猪子石原３－８１常　勤:    1事長　伊藤　晴夫 移動 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741150,154,4 隅田クリニック 〒465-0064 052-703-1637隅田　利洋 隅田　利洋 平11. 7. 1内   胃   小  診療所
     　名東154 名古屋市名東区大針１－２１２ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742150,155,1 たけや耳鼻咽喉科 〒465-0012 052-777-1600竹谷　伸彦 竹谷　伸彦 平11. 9. 1耳   診療所
     　名東155 名古屋市名東区文教台１－１４２常　勤:    1 新規 現存
     ３－２ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743150,157,7 医療法人田中整形外科〒465-0004 052-772-7800医療法人田中整形外科田中　敏嗣 平11.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東157 クリニック 名古屋市名東区香南２－１３１４常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田中　敏嗣 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744150,158,5 関山医院 〒465-0013 052-772-8876関山　聡史 関山　聡史 平11.10. 1内   他   呼内診療所
     　名東158 名古屋市名東区社口１－１０１４常　勤:    1 交代 循内 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745150,161,9 小林内科クリニック 〒465-0005 052-760-8008小林　秀夫 小林　秀夫 平12. 2. 1内   胃   小  診療所
     　名東161 名古屋市名東区香流３－１０１５常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746150,162,7 本郷クリニック 〒465-0025 052-771-7311牧　篤彦 牧　篤彦 平12. 3.31外   内   胃  診療所
     　名東162 名古屋市名東区上社２－６９ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3.31
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 1747150,163,5 都筑内科クリニック 〒465-0035 052-760-9981都筑　信介 都筑　信介 平12. 3.31内   小   循  診療所
     　名東163 名古屋市名東区豊が丘１８０１ 常　勤:    1 新規 呼   神内 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748150,164,3 ねはし脳神経外科 〒465-0093 052-709-7200根橋　京子 根橋　京子 平12. 5. 1脳外 リハ 診療所
     　名東164 名古屋市名東区一社２－５ＴＨＥ常　勤:    1 新規 現存
     ＱＯＬ３階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749150,166,8 さぬき眼科 〒465-0005 052-775-5105佐貫　眞木子 佐貫　眞木子 平12. 5. 1眼   診療所
     　名東166 名古屋市名東区香流２－１０２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750150,167,6 加藤内科胃腸科クリニ〒465-0093 052-709-7717加藤　哲夫 加藤　哲夫 平12. 9. 1内   胃   小  診療所
     　名東167 ック 名古屋市名東区一社２－５ＴＨＥ常　勤:    1 新規 現存
     ＱＯＬ２階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751150,168,4 さとう耳鼻咽喉科 〒465-0068 052-702-3033佐藤　正博 佐藤　正博 平12.10. 1耳   診療所
     　名東168 名古屋市名東区牧の里１－１３１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752150,169,2 まじま眼科 〒465-0032 052-776-7511杉野　太郎 杉野　太郎 平12.10. 1眼   診療所
     　名東169 名古屋市名東区藤が丘１４１藤ケ常　勤:    1 交代 現存
     丘駅前ビル２階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753150,170,0 高針クリニック 〒465-0061 052-703-7070塩井　健介 塩井　健介 平12.12. 1内   循   外  診療所
     　名東170 名古屋市名東区高針１－１７１４常　勤:    1 新規 リハ 小   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754150,171,8 高島眼科 〒465-0025 052-769-3161髙島　みすず 髙島　みすず 平13. 1. 1眼   診療所
     　名東171 名古屋市名東区上社１－６０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755150,172,6 医療法人かすが　一社〒465-0093 052-702-7600医療法人かすが　理事春日　輝明 平22. 9. 1内   外   他  診療所
     　名東172 クリニック 名古屋市名東区一社４－２１１ 常　勤:    1長　春日　輝明 移動 皮   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756150,173,4 深見眼科 〒465-0054 052-702-0788深見　久紀 深見　久紀 平13. 1. 1一般         4診療所
     　名東173 名古屋市名東区高針台３－１０２常　勤:    1 交代 眼   現存
     ０ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1757150,175,9 大針クリニック 〒465-0064 052-709-0881大倉　國利 大倉　國利 平13.10. 1内   皮   外  診療所
     　名東175 名古屋市名東区大針２－２８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758150,178,3 長坂こどもクリニック〒465-0087 052-701-5800長坂　正人 長坂　正人 平14. 6.19小   診療所
     　名東178 名古屋市名東区名東本通３－４８常　勤:    2 交代 現存
     －１ (医       2) 平26. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759150,179,1 よしだ整形外科クリニ〒465-0048 052-775-0355吉田　眞一 吉田　眞一 平14. 7. 1整外 外   リウ診療所
     　名東179 ック 名古屋市名東区藤見が丘１６６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760150,181,7 松本内科 〒465-0092 052-773-4117松本　琢磨 松本　琢磨 平29.10. 1内   小   他  診療所
     　名東181 名古屋市名東区社台１－６ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平29.10. 1他は胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761150,182,5 明徳クリニック 〒465-0021 052-769-7200医療法人修文会　理事大井　浄 平14.10. 1内   小   診療所
     　名東182 名古屋市名東区猪子石３－１２１常　勤:    1長　柳沢　修一 新規 現存
     ４－１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762150,183,3 虹ヶ丘クリニック 〒465-0077 052-782-7006寺尾　統彦 寺尾　統彦 平14.10. 1内   他   小  診療所
     　名東183 名古屋市名東区植園町１－２ 常　勤:    1 新規 循内、腎内 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763150,184,1 佐々木こどもクリニッ〒465-0041 052-776-0110医療法人佐々木クリニ佐々木　邦明 平14.10. 1小   診療所
     　名東184 ク 名古屋市名東区朝日が丘９９　グ常　勤:    1ック　理事長　佐々木 組織変更 現存
     ロリア朝日が丘１階 (医       1)　邦明 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764150,185,8 末永医院 〒465-0025 052-701-8578医療法人末永医院　理末永　義人 平16. 5. 1内   外   循  診療所
     　名東185 名古屋市名東区上社５－９１５ 常　勤:    1事長　末永　義人 移動 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765150,187,4 医療法人杉山会すぎや〒465-0092 052-774-8222医療法人杉山会　理事杉山　良太 平15. 5. 1一般        34病院
     　名東187 ま病院 名古屋市名東区社台３－１０ 常　勤:    5長　杉山　良太 組織変更 療養        21現存
     (医       5) 平27. 5. 1外   内   他  
     非常勤:   38 整外 脳外 呼外
     (医      38) ひ   リハ 放  
     消外、消内、循
     内、腎内、糖内
     、内分泌内
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 1766150,188,2 名古屋アイクリニック〒465-0095 052-726-8324医療法人メディカルワ徐　道人 平15. 7. 1眼   診療所
     　名東188 名古屋市名東区高社２－１２３ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 新規 現存
     (医       1)史 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767150,192,4 医療法人　平松クリニ〒465-0015 052-760-6023医療法人平松クリニッ平松　秀樹 平15.10. 1内   消   診療所
     　名東192 ック 名古屋市名東区若葉台２０４ 常　勤:    1ク　理事長　平松　秀 組織変更 現存
     (医       1)樹 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768150,194,0 はせがわ眼科医院 〒465-0032 052-777-7002長谷川　修 長谷川　修 平16. 1. 1一般    診療所
     　名東194 名古屋市名東区藤が丘１２３ 常　勤:    1 新規 眼   内   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769150,195,7 よもぎクリニック 〒465-0091 052-777-2881水谷　宏 水谷　宏 平16. 6. 1内   呼   アレ診療所
     　名東195 名古屋市名東区よもぎ台１－２０常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770150,196,5 はせがわ内科医院 〒465-0032 052-772-0234長谷川　祐 長谷川　祐 平16. 7. 1内   循   小  診療所
     　名東196 名古屋市名東区藤が丘１０７ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771150,197,3 まりもクリニック 〒465-0095 052-772-9331牧野　良彦 牧野　良彦 平16. 8. 1美外 形外 皮  診療所
     　名東197 名古屋市名東区高社２－１１３ソ常　勤:    1 新規 現存
     フィア一社３階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772150,198,1 はやの耳鼻咽喉科 〒465-0048 052-777-1187早野　嘉晃 早野　嘉晃 平16.10. 1耳い アレ 診療所
     　名東198 名古屋市名東区藤見が丘４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773150,200,5 東名ふじもりクリニッ〒465-0026 052-773-1010永谷　一彦 永谷　一彦 平16.10. 1内   脳外 神内診療所
     　名東200 ク 名古屋市名東区藤森２－２３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774150,201,3 竹内内科 〒465-0024 052-771-6021竹内　東洋 竹内　東洋 平16.10. 1内   小   診療所
     　名東201 名古屋市名東区本郷２－８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775150,203,9 いだか台クリニック 〒465-0028 052-760-0701遠山　道宣 遠山　道宣 平17. 1. 1ひ   皮   内  診療所
     　名東203 名古屋市名東区猪高台２－４１０常　勤:    1 新規 他   現存
     －２ (医       1) 平29. 1. 1美皮
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1776150,205,4 すみた整形外科・リウ〒465-0095 052-760-7760住田　秀介 住田　秀介 平17. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東205 マチクリニック 名古屋市名東区高社２－１１５一常　勤:    1 新規 現存
     社メディカルステーションＢＬＤ(医       1) 平29. 1. 1
     　２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777150,209,6 星ヶ丘クリニック 〒465-0084 052-709-6855河原崎　富強 河原崎　富強 平20.10. 1内   他   小  診療所
     　名東209 名古屋市名東区西里町５－３５ 常　勤:    1 移動 消内 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778150,210,4 白楊クリニック 〒465-0086 052-300-3800医療法人白楊会　理事角尾　英男 平17. 5. 1一般         2診療所
     　名東210 名古屋市名東区代万町３－１１－常　勤:    1長　山本　明和 新規 療養         8現存
     ２ (医       1) 平29. 5. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779150,211,2 くずやクリニック 〒465-0024 052-769-0007葛谷　和夫 葛谷　和夫 平17. 6. 1婦   内   診療所
     　名東211 名古屋市名東区本郷２－９４－１常　勤:    1 新規 現存
     みふくビル２階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780150,212,0 照が丘クリニック 〒465-0042 052-772-5131舩橋　克明 舩橋　克明 平17. 7. 1内   外   小  診療所
     　名東212 名古屋市名東区照が丘６１ 常　勤:    1 交代 循   他   こう現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781150,213,8 一社メンタルクリニッ〒465-0093 052-704-2337中西　俊夫 中西　俊夫 平17.11. 1精   心内 診療所
     　名東213 ク 名古屋市名東区一社１－８６大進常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782150,216,1 朝日クリニック 〒465-0004 052-779-2435医療法人とく治会　理朝日　憲治 平18. 4. 1内   外   胃  診療所
     　名東216 名古屋市名東区香南１－４１７ 常　勤:    2事長　朝日　憲治 組織変更 リハ 皮   こう現存
     (医       2) 平30. 4. 1整外 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783150,217,9 しんじょうアイクリニ〒465-0095 052-760-5100新城　ゆかり 新城　ゆかり 平18.11. 1眼   診療所
     　名東217 ック 名古屋市名東区高社２－１１５一常　勤:    1 新規 現存
     社メディカルステーションＢＬＤ(医       1) 平24.11. 1
     　３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784150,218,7 神経科神月クリニック〒465-0006 052-700-0197落合　至誠 落合　至誠 平19. 1. 1神   精   心内診療所
     　名東218 名古屋市名東区神月町１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785150,219,5 きふねこどもクリニッ〒465-0055 052-701-1088医療法人きふねこども露木　ますみ 平19. 1. 1小   アレ 内  診療所
     　名東219 ク 名古屋市名東区勢子坊１－１４０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ３ (医       1)露木　ますみ 平25. 1. 1
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 1786150,221,1 医療法人道有会渡辺ク〒465-0093 052-705-1220医療法人道有会渡辺ク渡辺　圭介 平19. 2. 1皮   内   診療所
     　名東221 リニック 名古屋市名東区一社１－１００エ常　勤:    1リニック　理事長　渡 新規 現存
     バーグレーズビルＮ棟３階 (医       1)辺　圭介 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787150,222,9 なかしま皮フ科 〒465-0008 052-779-8480医療法人なかしま皮フ中島　康一 平19. 4. 1皮   アレ 診療所
     　名東222 名古屋市名東区猪子石原２－２０常　勤:    1科　理事長　中島　康 組織変更 現存
     ６ (医       1)一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788150,223,7 こんどうクリニック 〒465-0053 052-709-5055医療法人楽生会　理事近藤　薫 平19. 4. 1内   呼   消  診療所
     　名東223 名古屋市名東区極楽４－１３０５常　勤:    1長　近藤　薫 組織変更 外   小   整外現存
     (医       1) 平25. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789150,224,5 西山クリニック 〒465-0025 052-771-1600西山　仁 西山　仁 平19.11. 1精   神   内  診療所
     　名東224 名古屋市名東区上社１－７０４宏常　勤:    1 新規 心内 現存
     和上社駅前ビル (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790150,226,0 よもぎ台皮フ科クリニ〒465-0091 052-771-1123中瀨古　裕乃 中瀨古　裕乃 平19.12. 1皮   アレ 診療所
     　名東226 ック 名古屋市名東区よもぎ台３－１２常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791150,227,8 いのこし眼科 〒465-0008 052-775-3335加藤　精美 加藤　精美 平19.12. 1眼   内   診療所
     　名東227 名古屋市名東区猪子石原１－１４常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792150,232,8 にじが丘皮ふ科形成外〒465-0086 052-602-4864宮下　哲 宮下　哲 平20. 5. 1形外 皮   美外診療所
     　名東232 科 名古屋市名東区代万町３－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １エイジトピア星が丘ビル２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793150,233,6 芽ぐみ皮フ科 〒465-0033 052-773-6336渡邉　幸恵 渡邉　幸恵 平20. 5. 1皮   診療所
     　名東233 名古屋市名東区明が丘４８Ｍ．Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ｔａｇｅ藤が丘２階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794150,236,9 かきぬま整形外科 〒465-0086 052-701-6801柿沼　工 柿沼　工 平20. 9. 1整外 リウ 外  診療所
     　名東236 名古屋市名東区代万町３－１１－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １エイジトピア星ヶ丘ドクターズ(医       1) 平26. 9. 1
     ビル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795150,237,7 かなれこどもクリニッ〒465-0008 052-760-1800各務　美智子 各務　美智子 平20.10. 1小   アレ 診療所
     　名東237 ク 名古屋市名東区猪子石原１－２０常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1796150,238,5 加藤クリニック 〒465-0063 052-703-1271加藤　正子 加藤　正子 平20.11.15内   診療所
     　名東238 名古屋市名東区新宿２－２９０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797150,243,5 医療法人社団明照会ト〒465-0002 052-760-2590医療法人社団明照会　大野　泰宏 平21. 5. 1外   眼   皮  診療所
     　名東243 ータルサポートクリニ名古屋市名東区引山２－１１０豊常　勤:    2理事長　小倉　行雄 組織変更 耳い 現存
     ック 年屋貸店舗ＳＴ－６ (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798150,246,8 けやき内科 〒465-0008 052-774-2002加藤　景介 加藤　景介 平21.12. 1内   他   アレ診療所
     　名東246 名古屋市名東区猪子石原１－２０常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799150,247,6 藤原医院 〒465-0097 052-771-7061藤原　健太郎 藤原　健太郎 平22. 2. 1内   他   診療所
     　名東247 名古屋市名東区平和が丘１－３８常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800150,248,4 おおくまクリニック 〒465-0023 052-778-6680大熊　攻 大熊　攻 平22. 3. 1内   他   診療所
     　名東248 名古屋市名東区石が根町８７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801150,252,6 みうら内科クリニック〒465-0094 052-703-8817医療法人敬天会　理事三浦　義孝 平23. 4. 1内   他   診療所
     　名東252 名古屋市名東区亀の井２－１８０常　勤:    1長　三浦　義孝 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802150,254,2 たかぎクリニック 〒465-0023 052-774-5552高木　英樹 髙木　英樹 平23. 9. 1内   小   診療所
     　名東254 名古屋市名東区石が根町９８丸八常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803150,255,9 こだまクリニック 〒465-0053 052-705-0550児玉　充央 児玉　充央 平23.10. 1内   小   他  診療所
     　名東255 名古屋市名東区極楽１－１メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ドパラディー１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804150,256,7 医療法人亜一会　あい〒465-0091 052-777-8080医療法人亜一会　理事牧野　亜衣子 平24. 5. 1産婦 診療所
     　名東256 こ女性クリニック 名古屋市名東区よもぎ台２－９０常　勤:    1長　牧野　亜衣子 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1805150,257,5 まえはら耳鼻咽喉科 〒465-0095 052-779-3387前原　一方 前原　一方 平24.11. 1耳い 診療所
     　名東257 名古屋市名東区高社１－２６６ラ常　勤:    1 新規 現存
     ウンドスポット一社３階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806150,258,3 ふじさわ耳鼻咽喉科 〒465-0097 052-760-0008藤澤　利行 藤澤　利行 平25. 1. 1耳   他   診療所
     　名東258 名古屋市名東区平和が丘２－２１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807150,259,1 まこと整形外科 〒465-0063 052-709-5556加藤　真 加藤　真 平25. 1. 1整外 リハ 診療所
     　名東259 名古屋市名東区新宿２－２９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808150,260,9 若松医院 〒465-0091 052-776-2161若松　良斉 若松　良斉 平25. 1. 1他   内   診療所
     　名東260 名古屋市名東区よもぎ台３－１３常　勤:    1 交代 現存
     １５ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809150,262,5 くま在宅クリニック 〒465-0094 052-784-9025熊谷　俊幸 熊谷　俊幸 平25. 5. 1小   神内 診療所
     　名東262 名古屋市名東区亀の井２－２２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810150,263,3 若月こどもとアレルギ〒465-0069 052-788-7581若月　準 若月　準 平25.10. 1小   アレ 診療所
     　名東263 ーのクリニック 名古屋市名東区高針荒田１９０１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811150,264,1 いはら内科外科クリニ〒465-0091 052-773-0021伊原　直隆 伊原　直隆 平25.11. 1内   外   小  診療所
     　名東264 ック 名古屋市名東区よもぎ台２－６１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812150,265,8 わたなべメンタルクリ〒465-0032 052-760-5561医療法人菫生会　理事渡 　俊之 平25.10. 1心内 精   診療所
     　名東265 ニック 名古屋市名東区藤が丘１４１藤が常　勤:    1長　渡邉　俊之 組織変更 現存
     丘駅前ビル５階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813150,266,6 鈴木クリニック 〒465-0036 052-726-8950鈴木　章古 鈴木　章古 平25.12. 1内   他   小  診療所
     　名東266 名古屋市名東区藤里町４０１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1814150,267,4 とみがおかクリニック〒465-0035 052-772-0700医療法人菫生会　理事渡邉　奈保子 平26. 1. 1心内 精   診療所
     　名東267 名古屋市名東区豊が丘５３－２Ｍ常　勤:    1長　渡 　俊之 新規 現存
     Ｄビル１階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815150,268,2 なごや東在宅ケアクリ〒465-0074 052-783-7581大江　公晴 大江　公晴 平26. 4. 1麻   婦   内  診療所
     　名東268 ニック 名古屋市名東区山香町１１０ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平26. 4. 1ペイン内、緩和
     ケア内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816150,270,8 はなみずきクリニック〒465-0048 052-773-4100木村　行雄 木村　行雄 平26. 5. 1内   他   診療所
     　名東270 名古屋市名東区藤見が丘２５－２常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     藤が丘メディカルステーション１(医       1) 平26. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817150,271,6 猪子石ファミリークリ〒465-0004 052-777-0078安積　秀和 安積　秀和 平26.10. 1内   小   ひ  診療所
     　名東271 ニック 名古屋市名東区香南１－２１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818150,272,4 ひだまりクリニック 〒465-0015 052-776-7900滝　文孝 滝　文孝 平26.10. 1内   他   呼内診療所
     　名東272 名古屋市名東区若葉台７０７ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26.10. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819150,273,2 みみ・はな・のど名東〒465-0021 052-769-1381山田　裕子 山田　裕子 平26.11. 1耳い 他   診療所
     　名東273 ファミリークリニック名古屋市名東区猪子石２－２０１常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820150,274,0 さいとう整形外科リウ〒465-0097 052-776-3110医療法人名古屋究佳会齋藤　究 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東274 マチ科 名古屋市名東区平和が丘１－１０常　勤:    1　理事長　齋藤　究 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821150,275,7 にしほりクリニック 〒465-0032 052-769-4848医療法人ｃｒｅａｚｉ西堀　真依 平27. 7.21形外 皮   美外診療所
     　名東275 名古屋市名東区藤が丘１４１藤が常　勤:    1ｏｎｅーｅｓｔｅｔｉ 移動 麻   現存
     丘駅前ビル２階 (医       1)ｃａ　理事長　西堀　 平27. 7.21
     非常勤:    3公治
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1822150,276,5 一社こどもクリニック〒465-0093 052-705-4122鳥居　明子 鳥居　明子 平27. 2. 1小   アレ 皮  診療所
     　名東276 名古屋市名東区一社２－８７プラ常　勤:    2 交代 呼内 現存
     ザ・タマ１階 (医       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823150,277,3 わたべ耳鼻咽喉科 〒465-0057 052-753-7336渡部　啓孝 渡部　啓孝 平27. 4. 1耳い アレ 他  診療所
     　名東277 名古屋市名東区陸前町３３０８－常　勤:    1 新規 小   現存
     ２グレイス伸和西３ (医       1) 平27. 4. 1小耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824150,278,1 高針台内科クリニック〒465-0054 052-709-5680大嶽　幸三郎 大嶽　幸三郎 平27.10. 1内   他   診療所
     　名東278 名古屋市名東区高針台２－９０７常　勤:    1 新規 糖尿病内科　循現存
     －２ (医       1) 平27.10. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825150,279,9 高針台整形外科クリニ〒465-0054 052-709-2233医療法人健誠会　理事古山　誠也 平27.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東279 ック 名古屋市名東区高針台２－１０３常　勤:    1長　古山　誠也 組織変更 現存
     －４ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826150,280,7 やすかわクリニック 〒465-0095 052-760-7300医療法人紘心会　理事安川　龍也 平27.11. 1内   他   呼内診療所
     　名東280 名古屋市名東区高社２－１１５一常　勤:    1長　安川　龍也 組織変更 小   現存
     社メディカルステーション　１階(医       1) 平27.11. 1他は、循環器内
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827150,281,5 星のまちクリニック 〒465-0072 052-709-3301安田　隆弘 安田　隆弘 平28. 1. 1内   他   小  診療所
     　名東281 名古屋市名東区牧の原３－３０１常　勤:    1 新規 他は、消化器内現存
     (医       1) 平28. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828150,282,3 上社眼科 〒465-0025 052-773-7734伊藤　理恵 伊藤　理恵 平28. 2. 1眼   他   アレ診療所
     　名東282 名古屋市名東区上社２－３－１ 常　勤:    1 新規 他は、小児眼科現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829150,283,1 ながた内科クリニック〒465-0094 052-703-3773永田　威 永田　威 平28. 3. 1内   他   診療所
     　名東283 名古屋市名東区亀の井１－２１４常　勤:    1 新規 他は、内視鏡内現存
     －２ (医       1) 平28. 3. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830150,284,9 名東眼科 〒465-0094 052-703-3711中村　英樹 中村　英樹 平28. 3. 1眼   診療所
     　名東284 名古屋市名東区亀の井１－２１４常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831150,285,6 まきのはら皮膚科 〒465-0072 052-734-9333半田　芳浩 半田　芳浩 平28. 7. 1皮   他   アレ診療所
     　名東285 名古屋市名東区牧の原３－２０６常　勤:    1 新規 他は、小児皮膚現存
     (医       1) 平28. 7. 1科
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 1832150,286,4 トータルサポートクリ〒465-0004 052-768-4018小倉　行雄 小倉　行雄 平28. 9. 1他   心内 診療所
     　名東286 ニック名東 名古屋市名東区香南２－９０２ 常　勤:    1 新規 他は、血管外科現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833150,287,2 押谷皮膚科 〒465-0024 052-772-8555押谷　佳美 押谷　佳美 平28.12. 1皮   アレ 診療所
     　名東287 名古屋市名東区本郷２－６３ザ・常　勤:    1 交代 現存
     ウィングス２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834150,289,8 マルモブレストクリニ〒465-0024 052-771-6111医療法人マルモブレス竹内　透 平29. 4. 1他   診療所
     　名東289 ック 名古屋市名東区本郷２－１２４－常　勤:    1ト　理事長　竹内　透 その他 他は乳腺外科 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835150,291,4 清水内科 〒465-0011 052-774-3368清水　信 清水　信 平29. 8. 1内   呼内 アレ診療所
     　名東291 名古屋市名東区山の手１－４１５常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平29. 8. 1他は消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1836150,292,2 やまがみ整形外科腰痛〒465-0014 052-769-5577山上　貴也 山上　貴也 平29.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東292 クリニック 名古屋市名東区上菅２－１２０１常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837150,293,0 医療法人立光会　鈴木〒465-0092 052-739-6789医療法人立光会　理事鈴木　宏光 平29.12. 1一般 診療所
     　名東293 眼科クリニック名東 名古屋市名東区社台２－１４ 常　勤:    1長　鈴木　直子 新規     一般     2療養病床
     (医       1) 平29.12. 1眼   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838150,294,8 藤が丘オーキッドファ〒465-0032 052-768-5331伊藤　祐一 伊藤　祐一 平30. 4. 1内   小   他  診療所
     　名東294 ミリークリニック 名古屋市名東区藤が丘１４３藤が常　勤:    1 新規 脳外 現存
     丘公団１　２階 (医       1) 平30. 4. 1他：糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839150,295,5 藤が丘さくらなみきク〒465-0048 052-769-1511山下　功一 山下　功一 平30. 4. 1心内 他   精  診療所
     　名東295 リニック 名古屋市名東区藤見が丘２５－２常　勤:    1 新規 他：老内 現存
     藤が丘メディカルステーション２(医       1) 平30. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840150,296,3 わたなべ整形外科運動〒465-0094 052-704-4711渡邊　裕規 渡邊　裕規 平30. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　名東296 器クリニック 名古屋市名東区亀の井１－２１４常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1841150,297,1 志岐クリニック 〒465-0024 052-775-5551医療法人　広生会　理品川　好広 平30. 4. 1精   心内 診療所
     　名東297 名古屋市名東区本郷２－１１８ 常　勤:    1事長　品川　好広 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842160,007,2 八事病院 〒468-0073 052-832-2111医療法人資生会　理事水谷　浩明 昭34. 7. 1一般        60病院
     (161,007,7) 名古屋市天白区塩釜口１－４０３常　勤:   21長　水谷　浩明 精神       470現存
     　天白7 (医      18) 平28. 7. 1精   内   心内
     (歯       1) 神内 皮   放  
     (薬       2) リハ 歯   
     非常勤:   42
     (医      41)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843160,048,6 ワタライ内科 〒468-0066 052-833-1811渡会　昌広 渡会　昌広 昭52. 4. 1内   胃   循  診療所
     　天白48 名古屋市天白区元八事５－１２１常　勤:    1 小   現存
     　浅井ビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844160,053,6 平針原クリニック 〒468-0015 052-804-0311朽名　昌彦 朽名　昌彦 昭53. 5. 1内   小   皮  診療所
     　天白53 名古屋市天白区原３－８０３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845160,054,4 名古屋市あけぼの学園〒468-0001 052-781-0155名古屋市長　河村　た大橋　圭 昭53. 6. 1小   診療所
     　天白54 診療所 名古屋市天白区植田山２－１０１常　勤:    1かし 休止
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846160,058,5 名古屋市医師会天白区〒468-0055 052-801-0599一般社団法人名古屋市安江　直二 昭54.12. 1内   小   診療所
     　天白58 休日急病診療所 名古屋市天白区池場２－２４０３常　勤:    1医師会　会長　杉田　 現存
     (医       1)洋一 平27.12. 1
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847160,062,7 伊藤クリニック 〒468-0055 052-802-2383伊藤　雅則 伊藤　雅則 昭56. 4. 1内   整外 リハ診療所
     　天白62 名古屋市天白区池場３－１８２０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848160,067,6 竹浦医院 〒468-0045 052-896-7006竹浦　八千代 竹浦　八千代 昭56.11. 1内   小   診療所
     　天白67 名古屋市天白区野並２－１９０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849160,069,2 堀田皮膚科医院 〒468-0015 052-803-8650堀田　亮子 堀田　亮子 昭57. 2. 1皮   診療所
     　天白69 名古屋市天白区原５－１２０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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 1850160,070,0 森田内科小児科診療所〒468-0053 052-801-3851森田　興二 森田　興二 昭57. 2. 1内   神内 小  診療所
     　天白70 名古屋市天白区植田南２－１６０常　勤:    2 現存
     ６ (医       1) 平30. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851160,073,4 くつなこどもクリニッ〒468-0015 052-804-2500朽名　文子 朽名　文子 昭58. 3. 1内   小   皮  診療所
     　天白73 ク 名古屋市天白区原３－８０４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852160,076,7 名古屋記念病院 〒468-0011 052-804-1111社会医療法人名古屋記長谷川　真司 昭60. 3. 1一般       416地域支援
     　天白76 名古屋市天白区平針４－３０５ 常　勤:   77念財団　理事長　太田 内   神内 心内病院
     (医      77)　圭洋 平30. 3. 1アレ リウ リハ現存
     非常勤:   65 小   外   整外
     (医      65) 形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     病理 胸外 他  
     救命 
     血化内、化内、
     疼痛内、呼内、
     腎内・外、透内
     、循内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853160,081,7 医療法人優和会江崎外〒468-0015 052-803-2411医療法人優和会　理事江崎　優 昭62. 4. 1一般         7診療所
     　天白81 科 名古屋市天白区原２－２９０１ 常　勤:    1長　江崎　優 療養         6現存
     (医       1) 平29. 4. 1外   胃   こう
     非常勤:    1 皮ひ 麻   内  
     (医       1) 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854160,084,1 表山クリニック 〒468-0069 052-835-0281魚住　義明 魚住　義明 昭63. 4. 1内   消   小  診療所
     　天白84 名古屋市天白区表山１－１７６０常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855160,087,4 ひらばり眼科 〒468-0011 052-805-3887加藤　光男 加藤　光男 昭63.10. 1眼   診療所
     　天白87 名古屋市天白区平針３－１５０１常　勤:    1 現存
     　平針サンシャインビル１階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856160,091,6 植田山クリニック 〒468-0001 052-835-3030殿村　邦彦 殿村　邦彦 平元. 3. 1胃   皮   リハ診療所
     　天白91 名古屋市天白区植田山４－２２２常　勤:    1 内   小   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1857160,092,4 医療法人立光会鈴木眼〒468-0056 052-803-2277医療法人立光会　理事鈴木　俊光 平元. 4. 1一般        12診療所
     　天白92 科医院 名古屋市天白区島田２－８１１ 常　勤:    2長　鈴木　直子 眼   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858160,093,2 医療法人玲生会にん内〒468-0058 052-801-7110医療法人玲生会　理事任　書煌 平元. 4. 1内   循   胃  診療所
     　天白93 科 名古屋市天白区植田西１－４０９常　勤:    4長　住　書煌 小   現存
     (医       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859160,094,0 こばやし耳鼻科 〒468-0052 052-804-8833小林　孝誌 小林　孝誌 平元. 7. 1耳   気食 アレ診療所
     　天白94 名古屋市天白区井口１－１５１０常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860160,095,7 医療法人岩山小児科 〒468-0049 052-896-2080医療法人岩山小児科　岩山　精三 平元. 8. 1小   内   アレ診療所
     　天白95 名古屋市天白区福池２－２４ 常　勤:    2理事長　岩山　精三 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861160,096,5 医療法人東樹会東樹会〒468-0015 052-802-1101医療法人東樹会　理事近藤　寛樹 平元. 9. 1療養        90病院
     　天白96 病院 名古屋市天白区原１－１３０７ 常　勤:    3長　近藤　東仁 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862160,097,3 医療法人善仁会ウルマ〒468-0038 052-801-2115医療法人善仁会　理事宇留間　善之 平元. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     　天白97 耳鼻咽喉科 名古屋市天白区山根町３３６ 常　勤:    1長　宇留間　敏彦 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863160,103,9 医療法人かがみ整形外〒468-0047 052-895-8175医療法人かがみ整形外鏡味　毅 平 3. 5. 1一般    診療所
     　天白103 科・外科 名古屋市天白区井の森町２０１ 常　勤:    1科・外科　理事長　鏡 整外 外   リハ現存
     (医       1)味　毅 平30. 5. 1胃   皮   ひ  
     非常勤:    5 脳外 放   
     (医       5) 　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1864160,105,4 医療法人育心会てらし〒468-0053 052-805-8282医療法人育心会　理事寺嶋　敏夫 平 3.10. 1内   小   胃  診療所
     　天白105 ま医院 名古屋市天白区植田南３－１１１常　勤:    1長　寺嶋　敏夫 呼内 循   アレ現存
     (医       1) 平24.10. 1気食 他   皮  
     非常勤:    1 糖内
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865160,106,2 植田眼科クリニック 〒468-0051 052-806-6300下條　哲二 下條　哲二 平11. 3. 4内   皮   眼  診療所
     　天白106 名古屋市天白区植田３－７１２ 常　勤:    1 移動 アレ 現存
     (医       1) 平29. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866160,107,0 医療法人松川クリニッ〒468-0026 052-801-0311医療法人松川クリニッ松川　武平 平 4. 1. 1小   アレ 内  診療所
     　天白107 ク 名古屋市天白区土原４－４０４ 常　勤:    2ク　理事長　松川　武 組織変更 呼   現存
     (医       2)平 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867160,108,8 浅野内科クリニック 〒468-0051 052-804-5130浅野　正裕 浅野　正裕 平 4. 4. 1内   胃   小  診療所
     　天白108 名古屋市天白区植田３－１３０３常　勤:    1 現存
     　サンピア植田１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868160,112,0 あいち診療所野並 〒468-0049 052-895-6637医療法人あいち診療会野村　秀樹 平 5.10.25一般         2診療所
     　天白112 名古屋市天白区福池２－３３０－常　勤:    2　理事長　畑　恒土 移動 内   小   リハ現存
     ２ (医       2) 平29.10.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869160,115,3 関谷平針メンタルクリ〒468-0011 052-806-7910関谷　紫 関谷　紫 平17. 8.11精   神   診療所
     　天白115 ニック 名古屋市天白区平針２－１９０６常　勤:    1 移動 現存
     ＫＭビル３階Ｂ号室 (医       1) 平29. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870160,121,1 高木皮フ科 〒468-0009 052-804-5222高木　茂 高木　茂 平 8. 6. 1皮   小   診療所
     　天白121 名古屋市天白区元植田１－３００常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871160,122,9 伊奈クリニック 〒468-0011 052-808-1717伊奈　康孝 伊奈　康孝 平 8. 6. 1内   呼   胃  診療所
     　天白122 名古屋市天白区平針３－１１１名常　勤:    2 新規 小   リハ アレ現存
     東ビル２階 (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872160,126,0 浅井クリニック 〒468-0074 052-831-0352浅井　保行 浅井　保行 平 9. 1. 1小   内   アレ診療所
     　天白126 名古屋市天白区八幡山３２３ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 1873160,127,8 木村耳鼻咽喉科 〒468-0066 052-837-0758木村　利男 木村　利男 平 9. 4. 1耳い 気食 小  診療所
     　天白127 名古屋市天白区元八事１－４３ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874160,130,2 青木内科 〒468-0065 052-836-5741青木　毅 青木　毅 平 9. 7. 1一般         2診療所
     　天白130 名古屋市天白区中砂町５３４ 常　勤:    2 新規 内   小   呼  現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875160,131,0 医療法人ばんの耳鼻咽〒468-0012 052-802-6465医療法人ばんの耳鼻咽伴野　喜国 平 9. 7. 1耳い 小   診療所
     　天白131 喉科 名古屋市天白区向が丘２－１３１常　勤:    1喉科　理事長　伴野　 組織変更 現存
     ０ (医       1)喜国 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876160,132,8 しまだ中央クリニック〒468-0041 052-809-2561井上　達 井上　達 平 9. 8. 1内   小   外  診療所
     　天白132 名古屋市天白区保呂町１７０８－常　勤:    1 新規 アレ 脳外 形外現存
     ２ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877160,133,6 竹島クリニック 〒468-0022 052-805-8355竹島　彰彦 竹島　彰彦 平 9.11. 1内   胃   小  診療所
     　天白133 名古屋市天白区高島２－２６１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878160,135,1 野並皮膚科 〒468-0045 052-891-9186鈴村　泰 鈴村　泰 平10. 5. 1皮   アレ 診療所
     　天白135 名古屋市天白区野並２－３４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879160,138,5 社会福祉法人新生会附〒468-0074 052-836-6022社会福祉法人新生会　太田　和宏 平10.11. 1他   内   診療所
     　天白138 属診療所 名古屋市天白区八幡山７４６－１常　勤:    1理事長　太田　圭洋 新規 人工透析内 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880160,140,1 いさじ医院 〒468-0074 052-835-1323医療法人いさじ医院　伊佐治　文朗 平11. 1. 1内   小   外  診療所
     　天白140 名古屋市天白区八幡山１４１３ 常　勤:    1理事長　伊佐治　文朗 組織変更 整外 他   麻  現存
     (医       1) 平29. 1. 1リハ 
     非常勤:    1 こう内、糖内、
     (医       1) 分泌内、消内、
     循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881160,143,5 一ツ山クリニック 〒468-0038 052-805-3611医療法人玉光会　理事古川　剛 平11. 4. 1一般        19診療所
     　天白143 名古屋市天白区山根町３３３ 常　勤:    1長　古川　一朗 新規 内   消   循  現存
     (医       1) 平29. 4. 1呼   小   アレ
     リハ 放   
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 1882160,147,6 医療法人庸倫会はら眼〒468-0015 052-805-3900医療法人庸倫会　理事伊藤　文子 平11. 9. 1眼   診療所
     　天白147 科 名古屋市天白区原１－１９１０グ常　勤:    1長　伊藤　文子 組織変更 現存
     ランドメゾンサン原１階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883160,150,0 さもとクリニック 〒468-0014 052-800-3006佐本　哲男 佐本　哲男 平11.12. 1内   循   眼  診療所
     　天白150 名古屋市天白区中平３－２０１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884160,151,8 宇井こどもクリニック〒468-0012 052-800-3155宇井　利夫 宇井　利夫 平12. 1. 1小   診療所
     　天白151 名古屋市天白区向が丘２－１２０常　勤:    1 新規 現存
     ５－１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885160,154,2 田森整形外科 〒468-0056 052-800-5550田森　圭一 田森　圭一 平12. 3.31整外 リハ 診療所
     　天白154 名古屋市天白区島田１－１１１７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886160,155,9 これちか内科クリニッ〒468-0045 052-899-0880尾形　惟愛 尾形　惟愛 平12. 3.31内   小   他  診療所
     　天白155 ク 名古屋市天白区野並３－４２２ 常　勤:    1 新規 糖内、分泌・代現存
     (医       1) 平30. 3.31内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887160,157,5 ひろせクリニック 〒468-0056 052-801-5400廣瀬　善清 廣瀬　善清 平12. 9. 1内   神内 リハ診療所
     　天白157 名古屋市天白区島田３－６０２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888160,158,3 医療法人並木会　並木〒468-0013 052-848-2000医療法人並木会　理事山本　勇夫 平12.10. 1療養       212病院
     　天白158 病院 名古屋市天白区荒池２－１１０１常　勤:   12長　並木　祥代 新規 内   消   皮  現存
     (医       9) 平24.10. 1呼   神内 循  
     (薬       3) リハ 
     非常勤:   14
     (医      10)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889160,159,1 久方クリニック 〒468-0034 052-806-1500鈴木　理 鈴木　理 平13. 2. 1脳外 リハ 形外診療所
     　天白159 名古屋市天白区久方２－８ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1890160,160,9 医療法人松田内科クリ〒468-0009 052-847-0330医療法人松田内科クリ松田　良平 平13. 4. 1内   呼   小  診療所
     　天白160 ニック 名古屋市天白区元植田１－３００常　勤:    1ニック　理事長　松田 組織変更 現存
     ２ (医       1)　良平 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891160,161,7 佐井泌尿器科・皮フ科〒468-0011 052-847-5110佐井　雄一 佐井　雄一 平13. 7. 1ひ   皮   診療所
     　天白161 クリニック 名古屋市天白区平針２－１９０６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892160,162,5 安江内科クリニック 〒468-0024 052-848-1788医療法人安江内科クリ安江　直二 平13. 7. 1内   消   小  診療所
     　天白162 名古屋市天白区大根町３７０ 常　勤:    2ニック　理事長　安江 組織変更 現存
     (医       1)　直二 平25. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893160,163,3 竹下クリニック 〒468-0067 052-831-1558竹下　健也 竹下　健也 平13.11. 1内   胃   小  診療所
     　天白163 名古屋市天白区池見２－２３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894160,165,8 いとうひろたか耳鼻咽〒468-0073 052-835-3800伊藤　博隆 伊藤　博隆 平23.11. 1耳い アレ 診療所
     　天白165 喉科アレルギー科 名古屋市天白区塩釜口２－１４０常　勤:    1 移動 現存
     ３アーバンドエル塩釜口２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895160,166,6 掛川クリニック 〒468-0061 052-861-7801掛川　喜生 掛川　喜生 平14. 5. 1内   循   呼  診療所
     　天白166 名古屋市天白区八事天道９１７－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896160,170,8 医療法人泰友会天白橋〒468-0015 052-808-7201医療法人泰友会　理事酒井　泰彦 平14.10. 1内   小   消  診療所
     　天白170 クリニック 名古屋市天白区原１－１０２ 常　勤:    1長　酒井　泰彦 組織変更 呼   循   アレ現存
     (医       1) 平26.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897160,176,5 酒井皮ふ科 〒468-0022 052-800-3600医療法人酒井皮ふ科　酒井　良憲 平15.10. 1皮   アレ 小  診療所
     　天白176 名古屋市天白区高島２－１８０７常　勤:    1理事長　酒井　良憲 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898160,177,3 のなみ眼科 〒468-0046 052-892-3411森　佳月子 森　佳月子 平16. 1. 1眼   診療所
     　天白177 名古屋市天白区古川町９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899160,178,1 たけうち心療内科 〒468-0051 052-806-0155竹内　聡 竹内　聡 平16. 4. 1心内 精   診療所
     　天白178 名古屋市天白区植田３－１５１８常　勤:    1 新規 現存
     クロックタワー植田１階 (医       1) 平28. 4. 1
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 1900160,179,9 ごとう内科クリニック〒468-0049 052-893-0510後藤　邦彦 後藤　邦彦 平16. 4. 1内   呼   循  診療所
     　天白179 名古屋市天白区福池２９１ 常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901160,181,5 伊藤整形外科 〒468-0053 052-802-2811伊藤　隆安 伊藤　隆安 平16. 4. 1一般        19診療所
     　天白181 名古屋市天白区植田南３－８１２常　勤:    2 交代 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902160,183,1 せんだ・クリニック 〒468-0009 052-847-2022千田　憲一 千田　憲一 平16. 5. 1外   内   消  診療所
     　天白183 名古屋市天白区元植田２－２３１常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ４－１ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903160,184,9 竹内外科内科クリニッ〒468-0026 052-802-7613竹内　啓 竹内　啓 平16. 7. 1外   整外 他  診療所
     　天白184 ク 名古屋市天白区土原４－６２７ 常　勤:    1 交代 リハ 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904160,186,4 サクラクリニック 〒468-0033 052-801-3931医療法人春陽会　理事野田　泰永 平17. 1. 1内   循   外  診療所
     　天白186 名古屋市天白区一つ山２－６ 常　勤:    1長　野田　泰永 組織変更 小   他   リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1整外 
     非常勤:    1 胃内
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905160,187,2 元八事整形外科形成外〒468-0066 052-839-0550医療法人健美会　理事長谷川　守正 平17. 1. 1整外 形外 リハ診療所
     　天白187 科 名古屋市天白区元八事１－２４２常　勤:    3長　長谷川　守正 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906160,188,0 もとくら眼科 〒468-0051 052-808-0806医療法人もとくら眼科元倉　智博 平17. 9.20眼   診療所
     　天白188 名古屋市天白区植田１－８０８－常　勤:    1　理事長　元倉　智博 移動 現存
     １ (医       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907160,189,8 平針医院 〒468-0012 052-801-2633水野　謙司 水野　謙司 平17. 4. 1内   外   消  診療所
     　天白189 名古屋市天白区向が丘４－１０５常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908160,191,4 山内外科 〒468-0051 052-801-1388医療法人悠山会　理事山内　悠司 平17. 7. 1外   整外 皮  診療所
     　天白191 名古屋市天白区植田１－２１１６常　勤:    2長　山内　達司 組織変更 リハ 現存
     ８８ｂｕｉｌｄｉｎｇ１階 (医       2) 平29. 7. 1
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 1909160,195,5 医療法人すまいるクリ〒468-0026 052-802-6111医療法人すまいる　理玉山　昌德 平18. 1. 4内   小   胃  診療所
     　天白195 ニックそれいゆ 名古屋市天白区土原１－１６９ 事長　玉山　昌德 組織変更 呼   アレ リハ現存
     平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910160,198,9 井澤眼科 〒468-0002 052-806-5588井澤　智広 井澤　智広 平18. 9. 1眼   診療所
     　天白198 名古屋市天白区焼山２－４２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911160,203,7 いなぐま整形外科クリ〒468-0055 052-801-8181医療法人いなぐま整形稲熊　雅彦 平19. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     　天白203 ニック 名古屋市天白区池場３－１２１５常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 リウ 現存
     (医       1)長　稲熊　雅彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912160,204,5 八事レディースクリニ〒468-0063 052-834-1060医療法人八事レディー稗田　茂雄 平19. 1. 1婦   産   診療所
     　天白204 ック 名古屋市天白区音聞山８１０ 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　稗田　茂雄 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913160,205,2 うえだ耳鼻科クリニッ〒468-0009 052-800-3314医療法人うえだ耳鼻科近藤　清隆 平19. 3. 1耳い アレ 小  診療所
     　天白205 ク 名古屋市天白区元植田２－２４０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ８－１ (医       1)近藤　清隆 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914160,206,0 林皮膚科 〒468-0063 052-836-1112医療法人林皮膚科　理林　至 平19. 4. 1皮   アレ 診療所
     　天白206 名古屋市天白区音聞山１６０３ 常　勤:    1事長　林　至 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915160,207,8 くずしまクリニック 〒468-0015 052-802-0111医療法人くずしまクリ葛島　達也 平19. 4. 1胃   外   リハ診療所
     　天白207 名古屋市天白区原４－１９０３ 常　勤:    1ニック　理事長　葛島 組織変更 内   小   現存
     (医       1)　達也 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916160,208,6 しおがま眼科クリニッ〒468-0073 052-835-7700仁上　靖 仁上　靖 平19. 5. 1眼   診療所
     　天白208 ク 名古屋市天白区塩釜口２－１１０常　勤:    1 新規 現存
     ５　１階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917160,209,4 ＭＡクリニック 〒468-0002 052-809-2210小林　正径 小林　正径 平19.10. 1耳い 矯歯 診療所
     (161,209,9) 名古屋市天白区焼山１－５０２－常　勤:    2 新規 現存
     　天白209 １ (医       1) 平25.10. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918160,210,2 あんどうこどもクリニ〒468-0030 052-800-2406安藤　嘉浩 安藤　嘉浩 平19.12. 1小   アレ 診療所
     　天白210 ック 名古屋市天白区平針台１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919160,211,0 とんぼヶ丘クリニック〒468-0030 052-803-1233神部　佳子 神部　佳子 平20. 1. 1精   神   心内診療所
     　天白211 名古屋市天白区平針台１－４０９常　勤:    1 交代 現存
     －２ (医       1) 平26. 1. 1
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 1920160,212,8 医療法人健伸会はっと〒468-0045 052-899-3314医療法人健伸会　理事服部　寛一 平20. 2. 1一般         4診療所
     　天白212 り耳鼻咽喉科 名古屋市天白区野並２－４４０ 常　勤:    1長　服部　寛一 新規 耳い アレ 気食現存
     (医       1) 平26. 2. 1内   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921160,213,6 産科婦人科種村ウィメ〒468-0045 052-799-6121種村　光代 種村　光代 平20. 3. 1産   婦   診療所
     　天白213 ンズクリニック 名古屋市天白区野並１－２６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922160,214,4 おばた産婦人科クリニ〒468-0013 052-875-7569小畑　直子 小畑　直子 平20. 4. 1産婦 診療所
     　天白214 ック 名古屋市天白区荒池２－３３０６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923160,217,7 八事眼科 〒468-0063 052-861-5335久野　慎介 久野　慎介 平21. 3. 1眼   診療所
     　天白217 名古屋市天白区音聞山１００２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924160,219,3 太田内科クリニック 〒468-0012 052-801-3955太田　隆之 太田　隆之 平21. 7. 1内   他   診療所
     　天白219 名古屋市天白区向が丘２－１４０常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925160,221,9 医療法人医聖会イルマ〒468-0056 052-801-5252医療法人医聖会　理事松浦　聖睦 平21.12. 1一般        19診療所
     　天白221 ーレレディースクリニ名古屋市天白区島田４－２９０４常　勤:    1長　松浦　聖睦 組織変更 産婦 現存
     ック (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926160,222,7 ファミリーメンタルク〒468-0015 052-803-1515河村　雄一 河村　雄一 平22. 4. 1心内 他   精  診療所
     　天白222 リニック 名古屋市天白区原１－２１０原コ常　勤:    1 新規 小   現存
     ーネルビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927160,223,5 しおがま皮ふ科クリニ〒468-0073 052-861-7041仁上　律子 仁上　律子 平22. 5. 1皮   アレ 診療所
     　天白223 ック 名古屋市天白区塩釜口２－１１０常　勤:    1 新規 現存
     ５　２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928160,224,3 中谷レディースクリニ〒468-0015 052-804-0020中谷　剛彬 中谷　剛彬 平26. 1.14産婦 診療所
     　天白224 ック 名古屋市天白区原１－１９０５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929160,227,6 しばた整形外科 〒468-0002 052-800-1200柴田　正人 柴田　正人 平22.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　天白227 名古屋市天白区焼山２－１２０６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1930160,228,4 さくらぎ整形外科 〒468-0020 052-807-3939櫻木　哲太郎 櫻木　哲太郎 平23. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     　天白228 名古屋市天白区平針南４－１２０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931160,229,2 やまだ整形外科 〒468-0013 052-800-1230医療法人英香会　理事山田　英嗣 平23. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　天白229 名古屋市天白区荒池２－１６０７常　勤:    1長　山田　英嗣 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932160,230,0 のなみ心療クリニック〒468-0045 052-938-5561医療法人幸心会　理事奥田　幸子 平23. 4. 1心内 精   診療所
     　天白230 名古屋市天白区野並２－４４０野常　勤:    1長　奥田　幸子 組織変更 現存
     並ビル４階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933160,232,6 平針記念クリニック 〒468-0021 052-800-1300社会医療法人名古屋記飯田　喜康 平24. 1. 1他   診療所
     　天白232 名古屋市天白区天白町平針大根ヶ常　勤:    3念財団　理事長　太田 新規 現存
     越１９９ (医       3)　圭洋 平30. 1. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934160,233,4 八事ホームケアクリニ〒468-0069 052-832-5133尾山　卓 尾山　卓 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     　天白233 ック 名古屋市天白区表山２－２４０４常　勤:    1 交代 現存
     　ナトゥ－ラ八事１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935160,236,7 ないとう腎・泌尿器科〒468-0009 052-803-7110内藤　和彦 内藤　和彦 平25. 5. 1ひ   他   診療所
     　天白236 クリニック 名古屋市天白区元植田２－３０４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936160,237,5 おかもとファミリーク〒468-0055 052-806-4800岡本　哲 岡本　哲 平25. 5. 1内   他   小  診療所
     　天白237 リニック 名古屋市天白区池場３－５１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937160,238,3 おにたけ整形外科 〒468-0023 052-803-2005医療法人社団幹和会　鬼武　義幹 平25.10. 1一般        19診療所
     　天白238 名古屋市天白区御前場町２５８ 常　勤:    1理事長　鬼武　義幹 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938160,239,1 おときき山泌尿器皮フ〒468-0067 052-834-7002医療法人三明　理事長小川　忠 平25.10. 1ひ   皮   内  診療所
     　天白239 科 名古屋市天白区池見２－２２９近常　勤:    1　小川　忠 組織変更 小   心内 精  現存
     藤店舗１階 (医       1) 平25.10. 1神内 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   224 頁

 1939160,241,7 平針団地診療所 〒468-0020 052-801-4355杉野　茂生 杉野　茂生 平26. 1. 1内   他   小  診療所
     　天白241 名古屋市天白区平針南１－２１４常　勤:    2 交代 循環器内科 現存
     　 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940160,242,5 植田こころのクリニッ〒468-0051 052-800-0556大竹　啓史 大竹　啓史 平26. 5. 1精   心内 診療所
     　天白242 ク 名古屋市天白区植田３－１７０４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941160,244,1 糖尿病・内分泌　内科〒468-0009 052-800-2333医療法人ＴＤＥ　理事戸崎　貴博 平26. 7. 1内   他   診療所
     　天白244 クリニックＴＯＳＡＫ名古屋市天白区元植田２－１００常　勤:    1長　戸崎　貴博 組織変更 糖尿病内科、内現存
     Ｉ ７ (医       1) 平26. 7. 1分泌内科
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942160,245,8 とだ耳鼻咽喉科 〒468-0043 052-800-3325戸田　興介 戸田　興介 平26. 9. 1耳い アレ 他  診療所
     　天白245 名古屋市天白区菅田１－２６１０常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943160,246,6 まえだ眼科 〒468-0020 052-918-2821前田　真理子 前田　真理子 平26. 9. 1眼   他   診療所
     　天白246 名古屋市天白区平針南４－１２０常　勤:    1 新規 小児眼科 現存
     ２ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944160,247,4 ばんのクリニック 〒468-0028 052-800-3066坂野　閣紀 坂野　閣紀 平26.10. 1内   他   アレ診療所
     　天白247 名古屋市天白区島田黒石７１０－常　勤:    1 新規 小   現存
     １ (医       1) 平26.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945160,250,8 ちどり在宅クリニック〒468-0011 052-853-9084大島　久徳 大島　久徳 平27. 6. 1内   診療所
     　天白250 名古屋市天白区平針２－１００９常　勤:    1 新規 現存
     平針ビル３０３号室 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946160,251,6 こうのすクリニック 〒468-0002 052-800-1332日比野　祐介 日比野　祐介 平27. 8. 1内   皮   他  診療所
     　天白251 名古屋市天白区焼山２－２０６ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27. 8. 1消内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947160,252,4 すずき内科クリニック〒468-0006 052-806-7700鈴木　伸 鈴木　伸 平27.11. 1内   他   小  診療所
     　天白252 名古屋市天白区植田東３－１１０常　勤:    1 交代 他は、循環器内現存
     ３ (医       1) 平27.11. 1科
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 1948160,253,2 植田西クリニック 〒468-0058 052-680-7220医療法人ＵＮＣ　理事清水　剛 平28. 1. 1内   他   整外診療所
     　天白253 名古屋市天白区植田西２－８０４常　勤:    1長　清水　剛 組織変更 他は、ペインク現存
     (医       1) 平28. 1. 1リニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949160,255,7 星野皮膚科 〒468-0015 052-804-0120医療法人星野皮膚科　星野　慶 平28. 4. 1皮   小   他  診療所
     　天白255 名古屋市天白区原１－１８０２カ常　勤:    1理事長　星野　慶 組織変更 他は、小児皮膚現存
     ーサステラ２階 (医       1) 平28. 4. 1科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950160,256,5 清水産婦人科 〒468-0058 052-801-1666医療法人あまこ会　理清水　喜代治 平28.10. 1一般         8診療所
     　天白256 名古屋市天白区植田西２－９０２常　勤:    1事長　清水　喜代治 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951160,257,3 マーガレットクリニッ〒468-0011 052-838-6688医療法人まちのオハナ松尾　大志 平28.10. 1内   他   診療所
     　天白257 ク 名古屋市天白区平針１－１９０７常　勤:    1　理事長　松尾　大志 組織変更 循内 現存
     ほっと平針２Ｂ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952160,258,1 天白宮田クリニック 〒468-0008 052-802-3311宮田　雅弘 宮田　雅弘 平28.10. 1一般        14診療所
     　天白258 名古屋市天白区一本松２－１１０常　勤:    1 交代 療養         5現存
     ２ (医       1) 平28.10. 1内   他   外  
     非常勤:    1 小   
     (医       1) 他は、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953160,259,9 梅が丘内科とアレルギ〒468-0004 052-800-4680芝﨑　正崇 芝﨑　正崇 平28.11. 1内   アレ 小  診療所
     　天白259 ーのクリニック 名古屋市天白区梅が丘５－２６０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954160,260,7 おしどり在宅クリニッ〒468-0011 052-715-8911三條　篤史 三條　篤史 平29. 3. 1内   診療所
     　天白260 ク 名古屋市天白区平針２－１０１０常　勤:    1 新規 現存
     第一小島ビル２０５ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955160,261,5 すずきクリニック耳鼻〒468-0015 052-806-3317鈴木　洋平 鈴木　洋平 平29. 4. 1耳い 他   診療所
     　天白261 咽喉科 名古屋市天白区原４－８０２ 常　勤:    1 新規 他は小児耳鼻咽現存
     (医       1) 平29. 4. 1喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956160,262,3 さとう内科循環器内科〒468-0015 052-800-8100医療法人健昭会　理事佐藤　昭彦 平29. 3. 1内   他   小  診療所
     　天白262 クリニック 名古屋市天白区原２－８０５ 常　勤:    1長　佐藤　昭彦 組織変更 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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 1957160,263,1 はま内科・神経内科ク〒468-0015 052-800-2200濱　哲夫 濱　哲夫 平29. 5. 1内   神内 他  診療所
     　天白263 リニック 名古屋市天白区原１－４０９ 常　勤:    1 新規 他は漢方内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958160,264,9 はやたクリニック 〒468-0051 052-838-5585早田　篤司 早田　篤司 平29. 5. 1外   他   内  診療所
     　天白264 名古屋市天白区植田３－１６０３常　勤:    1 新規 小   現存
     名鉄交通植田ビル１階 (医       1) 平29. 5. 1他は消化器内科
     、、肛門外科、
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959160,265,6 おおみ内科 〒468-0020 052-803-0031医療法人悠仁会　理事大見　仁斉 平29. 4. 1内   他   小  診療所
     　天白265 名古屋市天白区平針南４－１２０常　勤:    1長　大見　仁斉 組織変更 他は糖尿病・代現存
     ２ (医       1) 平29. 4. 1謝内科、消化器
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960160,266,4 八田眼科クリニック 〒468-0049 052-899-3888八田　善幸 八田　善幸 平29. 7. 1眼   他   診療所
     　天白266 名古屋市天白区福池１－３１４－常　勤:    1 新規 他は小児眼科 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961160,267,2 八事の森メンタルクリ〒468-0066 052-835-7623森　勇人 森　勇人 平29.10. 1精   心内 診療所
     　天白267 ニック 名古屋市天白区元八事３－２７６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962160,268,0 くりた内科クリニック〒468-0066 052-848-7300医療法人紘心会　理事栗田　章由 平29.11. 1内   他   呼内診療所
     　天白268 名古屋市天白区元八事４－８４元常　勤:    1長　安川　龍也 新規 他は循環器内科現存
     八事メディカルステーション２階(医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963160,269,8 あだちクリニック 〒468-0077 052-831-9762医療法人あだちクリニ安達　啓 平30. 1. 1内   他   診療所
     　天白269 名古屋市天白区八事山２２０ 常　勤:    1ック　理事長　安達　 組織変更 他：消内、循内現存
     (医       1)啓 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964160,270,6 みずたに眼科 〒468-0031 052-803-3030水谷　武史 水谷　武史 平30. 4. 1眼   他   診療所
     　天白270 名古屋市天白区高宮町１３０８ 常　勤:    1 新規 他：小眼 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965160,271,4 はせがわクリニック　〒468-0031 052-800-3711長谷川　俊之 長谷川　俊之 平30. 4. 1内   他   皮  診療所
     　天白271 内科・消化器内科・皮名古屋市天白区高宮町１３０８ 常　勤:    2 新規 他：消内 現存
     膚科 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1966160,272,2 さのすこやかクリニッ〒468-0009 052-800-7755医療法人スマイリーバ佐野　洋史 平30. 4. 1小   アレ 診療所
     　天白272 ク 名古屋市天白区元植田２－１６０常　勤:    1ード　理事長　佐野　 組織変更 現存
     １ (医       1)洋史 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967160,273,0 あおきクリニック 〒468-0001 052-837-7555医療法人　レリーフ　青木　茂 平30. 5. 1内   他   小  診療所
     　天白273 名古屋市天白区植田山５－１２６常　勤:    1理事長　青木　茂 組織変更 他：消化器内科現存
     －１ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968160,274,8 新生会第一病院 〒468-0031 052-808-2100社会医療法人　名古屋小川　洋史 平30. 5. 1一般        48病院
     　天白274 名古屋市天白区高宮町１３０２ 常　勤:    5記念財団　理事長　太 移動 療養        96療養病床
     (医       5)田　圭洋 平30. 5. 1内   他   外  現存
     非常勤:   46 整外 リウ リハ
     (医      46) 他：腎臓内、人
     工透析内、糖尿
     病・内分泌内、
     血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969200,004,1 医療法人青雲会　佐野〒440-0897 0532-52-3906医療法人青雲会　理事佐野　秀行 平24. 4. 1内   外   他  診療所
     　豊橋4 医院 豊橋市松葉町３－１０ 常　勤:    1長　佐野　秀行 その他 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 0532-33-6276豊橋市長　佐原　光一加藤　岳人 平 8. 5. 4一般       780地域支援
     (201,006,1) 豊橋市青竹町八間西５０ 常　勤:  168 移動 結核        10病院
     　豊橋6 (医     164) 平29. 5. 4一般（感染） 現存
     (歯       4)             10
     非常勤:  109 内   呼内 他  
     (医     105) アレ 神内 外  
     (歯       4) 呼外 心外 小外
     整外 リウ 形外
     脳外 小   産婦
     耳い 眼   皮  
     ひ   放   精  
     麻   リハ 病理
     歯外 
     消内、循内、感
     内、腎内、糖・
     分内、血・腫内
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1971200,012,4 医療法人飯塚医院 〒440-0893 0532-52-3768医療法人飯塚医院　理飯塚　直樹 平 9.12.19耳い 他   アレ診療所
     　豊橋12 豊橋市札木町１１０ 常　勤:    1事長　飯塚　直樹 移動 気外、小耳い 現存
     (医       1) 平27.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972200,018,1 原医院 〒441-8132 0532-25-2752原　豊 原　豊 昭46.11. 1一般        19診療所
     　豊橋18 豊橋市南大清水町元町１３５ 常　勤:    3 内   小   産婦現存
     (医       2) 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973200,036,3 光生会病院 〒440-0045 0532-61-3166医療法人光生会病院　金子　哲也 昭35. 9. 3一般       113病院
     　豊橋36 豊橋市吾妻町１３７ 常　勤:   11理事長　市川　朝洋 内   外   神内現存
     (医      11) 平29. 9. 3呼内 他   整外
     非常勤:   41 婦   眼   放  
     (医      41) リハ 麻   
     消内、循内、消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974200,037,1 豊橋整形外科江崎病院〒440-0883 0532-55-2525医療法人整友会　理事江崎　雅彰 昭35. 9. 3一般        34病院
     　豊橋37 豊橋市新川町６６ 常　勤:    5長　江崎　雅彰 整外 リウ リハ現存
     (医       5) 平29. 9. 3麻   外   内  
     非常勤:    5 小   
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975200,044,7 端山産婦人科 〒441-8046 0532-45-1208端山　忠夫 端山　忠夫 昭34. 7. 1産   婦   小  診療所
     　豊橋44 豊橋市福岡町５７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976200,057,9 成田記念病院 〒441-8029 0532-31-2167社会医療法人明陽会　成田　真 平24. 9. 1一般       284病院
     (201,057,4) 豊橋市羽根井本町１３４ 常　勤:   60理事長　成田　真 移動 内   外   整外現存
     　豊橋57 (医      56) 平24. 9. 1形外 皮   ひ  
     (歯       3) 婦   眼   耳い
     (薬       1) 他   リハ 麻  
     非常勤:   80 放   脳外 精  
     (医      75) 呼内 リウ 神内
     (歯       4) 歯外 美外 小  
     (薬       1) 病理 
     こう外、消内、
     循内、腎内、心
     臓、透析内、老
     内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1977200,060,3 遠山クリニック 〒440-0076 0532-55-3182医療法人駿豊会　理事遠山　卓 平16.10. 1内   他   小  診療所
     　豊橋60 豊橋市大橋通１－８９ 常　勤:    2長　遠山　卓 その他 皮   現存
     (医       2) 平28.10. 1消内、美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978200,107,2 二川病院 〒441-3145 0532-41-0011医療法人財団医正会　北澤　浩 昭41. 6.11療養        99病院
     　豊橋107 豊橋市大岩町北元屋敷３６－３ 常　勤:    4理事長　北澤　浩 内   呼内 他  現存
     (医       3) 平29. 6.11外   整外 リハ
     (薬       1) ひ   
     非常勤:    9 消内、循内、糖
     (医       9) 内、内分泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979200,138,7 医療法人松崎病院豊橋〒441-8152 0532-45-1181医療法人松崎病院　理竹澤　健司 昭39.10. 1精神       290病院
     (201,138,2) こころのケアセンター豊橋市三本木町元三本木２０－１常　勤:    7事長　松崎　吉紀 精   内   歯  現存
     　豊橋138 (医       7) 平24.10. 1心内 他   
     非常勤:   23
     (医      19)
     (歯       2)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980200,161,9 トピー工業株式会社豊〒441-8074 0532-25-1111トピー工業株式会社豊川村　展弘 昭43. 4. 1外   内   診療所
     　豊橋161 橋製造所付属診療所 豊橋市明海町１ 常　勤:    1橋製造所　執行役員所 現存
     (医       1)長　中村　毅 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981200,173,4 みずの耳鼻咽喉科医院〒441-8106 0532-45-4415水野　錠二 水野　錠二 昭44. 4. 1一般    診療所
     　豊橋173 豊橋市弥生町西豊和１５－２ 常　勤:    1 耳   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982200,177,5 保生会病院 〒440-0884 0532-52-3828医療法人保生会　理事小林　辰之 平26. 5. 1精神       105病院
     　豊橋177 豊橋市大国町１１０－２ 常　勤:    2長　小林　辰之 移動 精   神内 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983200,199,9 高橋外科 〒441-8019 0532-31-3975高橋　右一 高橋　右一 昭46. 8. 1内   外   整外診療所
     　豊橋199 豊橋市花田町中ノ坪５０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984200,209,6 医療法人豊岡会　豊橋〒441-8132 0532-26-1000医療法人豊岡会　理事丹　英人 平16. 4. 1療養       165病院
     　豊橋209 元町病院 豊橋市南大清水町元町２０５ 常　勤:    2長　千田　金吾 移動 内   呼内 他  現存
     (医       2) 平28. 4. 1外   リハ 放  
     非常勤:   15 婦   
     (医      14) 消内、循内、糖
     (薬       1) 内、腎内
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 1985200,210,4 医療法人義興会　可知〒441-8555 0532-26-1101医療法人義興会　理事村田　善晴 平15. 7. 1精神       545病院
     (201,210,9) 記念病院 豊橋市南大清水町富士見４５６ 常　勤:   14長　可知　久充子 移動 療養        60現存
     　豊橋210 (医      13) 平27. 7. 1精   神   心内
     (歯       1) 内   歯   
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986200,214,6 光生会赤岩病院 〒440-0021 0532-62-2105医療法人光生会　理事市川　雅祥 平12.11. 1療養       411病院
     　豊橋214 豊橋市多米町蝉川３３－７０ 常　勤:    8長　市川　朝洋 移動 内   放   リハ現存
     (医       8) 平24.11. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987200,217,9 浅野内科 〒440-0831 0532-62-3071浅野　毅 浅野　毅 平26. 7.28他   内   小  診療所
     　豊橋217 豊橋市西岩田２－２－２ 常　勤:    2 移動 循環器内科、消現存
     (医       2) 平26. 7.28化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988200,224,5 寺沢医院 〒440-0013 0532-61-7211寺沢　光三 寺沢　光三 昭51. 2. 1内   胃   リハ診療所
     　豊橋224 豊橋市西小鷹野４－１６－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989200,237,7 たかしばらクリニック〒441-8151 0532-45-8110土屋　正孝 土屋　正孝 昭53. 6. 1内   小   診療所
     　豊橋237 豊橋市曙町南松原９４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990200,241,9 タキカワ整形外科クリ〒440-0806 0532-55-5111医療法人社団一誠会　滝川　一亮 平21. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋241 ニック 豊橋市八町通５－１４－１ 常　勤:    2理事長　滝川　一亮 その他 他   外   形外現存
     (医       2) 平27. 4. 1内   
     非常勤:    2 ペインクリニッ
     (医       2) ク外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991200,245,0 キンバラ小児科 〒440-0067 0532-62-2866金原　主幸 金原　主幸 昭54. 4. 1小   診療所
     　豊橋245 豊橋市上地町１２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992200,247,6 市川医院 〒441-8012 0532-31-4754市川　勍 市川　勍 昭54. 4. 1内   小   精  診療所
     　豊橋247 豊橋市羽田町３８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1993200,249,2 三沢医院 〒440-0851 0532-54-7831三沢　和男 三沢　和男 昭54. 7. 1内   外   こう診療所
     　豊橋249 豊橋市前田南町１－２１－１ 常　勤:    2 胃   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994200,255,9 渡辺耳鼻咽喉科医院 〒440-0076 0532-52-5974渡辺　順 渡辺　順 昭55. 1. 1一般    診療所
     　豊橋255 豊橋市大橋通２－１０８ 常　勤:    1 耳   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995200,257,5 芳賀耳鼻咽喉科医院 〒440-0831 0532-63-1030芳賀　通郎 芳賀　通郎 昭55. 6. 1耳   診療所
     　豊橋257 豊橋市西岩田１－１３－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996200,264,1 加藤整形外科医院 〒440-0887 0532-52-3548加藤　壽太郎 加藤　壽太郎 昭57. 3.23整外 リハ 診療所
     　豊橋264 豊橋市西小田原町２６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997200,265,8 多米診療所 〒440-0027 0532-63-1181鎌田　雅義 鎌田　雅義 昭56. 2. 1内   消   小  診療所
     　豊橋265 豊橋市多米中町４－１８－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998200,266,6 スキンクリニック山本〒440-0038 0532-62-1234山本　野人 山本　野人 昭60. 1. 5皮   他   形外診療所
     　豊橋266 皮フ科 豊橋市平川本町１－２－１１ 常　勤:    2 美皮 現存
     (医       1) 平30. 1. 5
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999200,267,4 前川外科内科 〒440-0033 0532-62-6411前川　和男 前川　和男 昭56. 4. 1内   胃   小  診療所
     　豊橋267 豊橋市東岩田４－１１－５ 常　勤:    2 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平29. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000200,273,2 医療法人さわらび会福〒441-8124 0532-46-7511医療法人さわらび会　小橋　修 昭57. 3. 1療養       261病院
     　豊橋273 祉村病院 豊橋市野依町山中１９－１４ 常　勤:   12理事長　山本　孝之 他   内   精  現存
     (医      11) 平30. 3. 1リハ 神内 皮  
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001200,275,7 さかとクリニック 〒440-0805 0532-52-5146坂戸　信行 坂戸　信行 平30. 1. 1小   診療所
     　豊橋275 豊橋市大手町１０１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   232 頁

 2002200,276,5 堀田内科医院 〒441-8135 0532-23-5387堀田　泰裕 堀田　泰裕 昭58. 9. 1内   胃   消  診療所
     　豊橋276 豊橋市富士見台３－１５－２ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003200,287,2 豊橋市休日夜間急病診〒441-8149 0532-48-1110豊橋市長　佐原　光一安井　洋二 平22. 4. 1内   小   診療所
     　豊橋287 療所 豊橋市中野町中原１００ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:  198
     (医     174)
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004200,289,8 竹内産婦人科 〒440-0892 0532-52-3453医療法人蘭風会竹内産竹内　稔弘 平 9. 5. 1産婦 婦   診療所
     　豊橋289 豊橋市新本町２３ 常　勤:    3婦人科　理事長　竹内 その他 現存
     (医       2)　稔弘 平30. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005200,291,4 やすい医院 〒441-8134 0532-25-3311安井　洋二 安井　洋二 昭60.12. 1内   小   診療所
     　豊橋291 豊橋市植田町北柄沢７３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006200,295,5 古島クリニック 〒440-0858 0532-66-5155古島　浩 古島　浩 平10. 9. 1ひ   診療所
     　豊橋295 豊橋市つつじが丘１－１２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007200,296,3 小島眼科医院 〒441-8048 0532-45-4908小島　健一郎 小島　健一郎 昭61. 2.16眼   診療所
     　豊橋296 豊橋市西小池町２９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008200,297,1 医療法人善恵会長屋病〒440-0806 0532-52-3763医療法人善恵会　理事長屋　孝美 昭61. 4. 1一般        46病院
     　豊橋297 院 豊橋市八町通３－１１９ 常　勤:    5長　長屋　孝美 内   外   小  現存
     (医       4) 平28. 4. 1整外 他   小外
     (薬       1) 皮ひ リハ 麻  
     非常勤:   15 消内
     (医      14)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009200,303,7 大舘内科胃腸科 〒441-8013 0532-32-8123大舘　俊二 大舘　俊二 昭62.11. 1内   胃   小  診療所
     　豊橋303 豊橋市花田一番町１０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2010200,305,2 鈴木医院 〒440-0058 0532-55-0911鈴木　一成 鈴木　一成 昭63. 1. 1眼   診療所
     　豊橋305 豊橋市旭本町７１－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011200,315,1 後藤記念豊橋眼科 〒440-0888 0532-55-5717小林　久生 小林　久生 平29. 8.17眼   診療所
     　豊橋315 豊橋市駅前大通２－２４ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 8.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012200,316,9 小野田内科 〒440-0033 0532-63-8822小野田　嶺雄 小野田　嶺雄 昭63. 9. 1内   神内 消  診療所
     　豊橋316 豊橋市東岩田３－１－１ 常　勤:    2 循   リハ 精  現存
     (医       2) 平24. 9. 1小   リウ アレ
     他   
     感内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013200,319,3 藤原耳鼻咽喉科クリニ〒440-0888 0532-56-1385藤原　宏寿 藤原　宏寿 昭63.10. 1内   耳   診療所
     　豊橋319 ック 豊橋市駅前大通１－４６－１豊鉄常　勤:    1 現存
     ターミナビル３階 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014200,321,9 ひまわり眼科 〒440-0858 0532-63-7755芳賀　鉄也 芳賀　鉄也 昭64. 1. 1眼   診療所
     　豊橋321 豊橋市つつじが丘２－２８－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015200,325,0 医療法人野村小児科 〒441-8083 0532-32-1150医療法人野村小児科　野村　孝雄 平元. 4. 1小   アレ 診療所
     　豊橋325 豊橋市東脇３－２－１５ 常　勤:    1理事長　野村　孝雄 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016200,331,8 医療法人羔羊会弥生病〒441-8106 0532-48-2211医療法人羔羊会　理事川上　雅正 平元. 7. 1一般        90病院
     　豊橋331 院 豊橋市弥生町東豊和９６ 常　勤:    8長　渡辺　嘉郎 療養        40現存
     (医       7) 平28. 7. 1内   他   整外
     (薬       1) 眼   脳外 リハ
     非常勤:   15 消内、循内
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017200,332,6 医療法人横山皮膚科 〒441-8151 0532-47-0311医療法人横山皮膚科　横山　嘉洋 平元. 7. 1皮   診療所
     　豊橋332 豊橋市曙町松並２９－４ 常　勤:    1理事長　横山　嘉洋 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018200,333,4 医療法人秋山内科 〒440-0053 0532-52-0032医療法人秋山内科　理秋山　直彦 平元. 9. 1一般    診療所
     　豊橋333 豊橋市老松町１５６－１ 常　勤:    2事長　秋山　直彦 内   他   呼内現存
     (医       2) 平28. 9. 1眼   
     循内
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 2019200,336,7 医療法人小石マタニテ〒440-0858 0532-66-1212医療法人小石マタニテ小石　多紀子 平18. 5. 1一般        19診療所
     　豊橋336 ィクリニック 豊橋市つつじが丘２－７－１ 常　勤:    5ィクリニック　理事長 移動 産婦 現存
     (医       4)　小石　麻子 平30. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020200,337,5 今泉産婦人科医院 〒440-0046 0532-62-7173今泉　博充 今泉　博充 平元.12. 1一般        12診療所
     　豊橋337 豊橋市仲ノ町１１２－３ 常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021200,340,9 医療法人胃腸科清水内〒441-8047 0532-45-6201医療法人胃腸科清水内清水　伸哉 平 2. 1. 1一般    診療所
     　豊橋340 科 豊橋市鴨田町４２－２ 常　勤:    1科　理事長　清水　伸 内   胃   現存
     (医       1)哉 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022200,341,7 医療法人山本内科 〒440-0062 0532-55-0025医療法人山本内科　理山本　義樹 平 2. 1. 1内   他   診療所
     　豊橋341 豊橋市東田町西郷６９－２ 常　勤:    1事長　山本　義樹 消内 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023200,342,5 医療法人杉浦内科 〒441-8002 0532-32-3320医療法人杉浦内科　理杉浦　允彦 平 2. 1. 1内   循   小  診療所
     　豊橋342 豊橋市吉川町４６ 常　勤:    2事長　杉浦　允彦 呼   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024200,343,3 医療法人弘和会佐竹医〒441-8157 0532-46-6188医療法人弘和会　理事佐竹　弘 平 2. 3. 1内   他   外  診療所
     　豊橋343 院 豊橋市上野町新上野６６－１ 常　勤:    1長　佐竹　弘 小   現存
     (医       1) 平29. 3. 1循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025200,344,1 医療法人穂祥会　田中〒441-8065 0532-48-8733医療法人穂祥会　理事田中　八郎 平 2. 5. 1耳   アレ 診療所
     　豊橋344 耳鼻咽喉科 豊橋市中浜町７７ 常　勤:    1長　田中　八郎 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026200,345,8 秋山産婦人科 〒441-8113 0532-48-6116秋山　治幸 秋山　治幸 平 2. 6. 1産婦 診療所
     　豊橋345 豊橋市西幸町古並１８０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2027200,348,2 医療法人ハタノ耳鼻咽〒440-0067 0532-63-8733医療法人ハタノ耳鼻咽波多野　努 平 2. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     　豊橋348 喉科 豊橋市上地町２０－３ 常　勤:    1喉科　理事長　波多野 小   現存
     (医       1)　努 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028200,350,8 もりおか医院 〒441-1113 0532-88-5510加藤　寿 加藤　寿 平 2.10. 1内   胃   小  診療所
     　豊橋350 豊橋市東森岡１－３－５ 常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2029200,351,6 医療法人みやざわ小児〒441-8043 0532-47-1868医療法人みやざわ小児宮澤　玄治 平 2.11. 1小   診療所
     　豊橋351 科 豊橋市高師石塚町石塚１１－２２常　勤:    2科　理事長　宮澤　玄 現存
     (医       1)治 平29.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030200,352,4 医療法人西村耳鼻咽喉〒440-0074 0532-55-5165医療法人西村耳鼻咽喉西村　良彦 平 2.11. 1耳い 診療所
     　豊橋352 科医院 豊橋市上伝馬町３０ 常　勤:    1科医院　理事長　西村 現存
     (医       1)　良彦 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031200,355,7 広小路眼科 〒440-0881 0532-56-2377余越　恭輔 余越　恭輔 平 3. 4. 1眼   診療所
     　豊橋355 豊橋市広小路１－６　精文館ビル常　勤:    1 現存
     ３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032200,357,3 医療法人柿原クリニッ〒440-0858 0532-63-5119医療法人柿原クリニッ柿原　理一郎 平 3. 5. 1内   循   診療所
     　豊橋357 ク 豊橋市つつじが丘２－２９－２ 常　勤:    1ク　理事長　柿原　寛 現存
     (医       1)子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033200,358,1 伴内科 〒441-8083 0532-33-1231伴　昌明 伴　昌明 平 3. 7. 1内   循   小  診療所
     　豊橋358 豊橋市東脇１－５－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034200,360,7 田中内科クリニック 〒441-8017 0532-31-3021医療法人碧水会　理事田中　欽弌 平 2.11.21内   他   リハ診療所
     　豊橋360 豊橋市北側町３－１ 常　勤:    2長　田中　欽弌 小   現存
     (医       1) 平29.11.21
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035200,361,5 医療法人緑ケ丘医院 〒440-0004 0532-63-8586医療法人緑ケ丘医院　林　康裕 平 4. 1. 1外   内   消  診療所
     　豊橋361 豊橋市忠興２－１４－５ 常　勤:    3理事長　林　康裕 小   皮   こう現存
     (医       3) 平28. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036200,367,2 医療法人中岡レディス〒440-0843 0532-63-5588医療法人中岡レディス中岡　義明 平 4. 4. 1一般        19診療所
     　豊橋367 クリニック 豊橋市東幸町大山４３－２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 産   婦   小  現存
     (医       2)中岡　義明 平28. 4. 1内   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037200,370,6 肛門・胃腸科たつおク〒441-8153 0532-46-4970山本　達雄 山本　達雄 平 4.10. 1一般        19診療所
     　豊橋370 リニック 豊橋市高師本郷町竹ノ内１１５ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平28.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038200,371,4 城所クリニック 〒440-0834 0532-63-3631城所　輝夫 城所　輝夫 平 5. 1. 1精   神   心内診療所
     　豊橋371 豊橋市飯村北３－１４－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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 2039200,372,2 医療法人木下内科 〒441-8083 0532-31-1121医療法人木下内科　理木下　治 平 5. 1. 1内   消   放  診療所
     　豊橋372 豊橋市東脇２－１３－１０ 常　勤:    1事長　木下　治 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040200,373,0 医療法人木下耳鼻咽喉〒440-0834 0532-63-2261医療法人木下耳鼻咽喉木下　治二 平 5. 1. 1耳い 診療所
     　豊橋373 科 豊橋市飯村北１－１－３ 常　勤:    1科　理事長　木下　治 現存
     (医       1)二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041200,375,5 医療法人山本一誠会山〒441-8117 0532-47-3155医療法人山本一誠会　山本　清人 平 5. 3. 1一般        19診療所
     　豊橋375 本肛門科胃腸科 豊橋市浜道町八坂４１ 常　勤:    1理事長　山本　清人 他   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042200,376,3 たかし眼科医院 〒441-8156 0532-47-2206繁田　裕美子 繁田　裕美子 平 5. 4. 1眼   診療所
     　豊橋376 豊橋市高師町西沢３７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043200,379,7 医療法人カマタ内科小〒440-3161 0532-61-9700医療法人カマタ内科小鎌田　泰弘 平 5. 4. 1内   消   循  診療所
     　豊橋379 児科 豊橋市岩田町道合８０ 常　勤:    1児科　理事長　鎌田　 小   リハ 現存
     (医       1)泰弘 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044200,381,3 野崎クリニック 〒441-8107 0532-47-3308野崎　一人 野崎　一人 平 5. 7. 1整外 リハ 皮  診療所
     　豊橋381 豊橋市南栄町東山２１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045200,382,1 医療法人三浦医院 〒441-8106 0532-45-2611医療法人三浦医院　理三浦　正剛 平 5. 7. 1内   他   小  診療所
     　豊橋382 豊橋市弥生町中原７０ 常　勤:    2事長　三浦　剛夫 組織変更 消内 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046200,384,7 医療法人こどもの国大〒440-0832 0532-64-3000医療法人こどもの国大大谷　勉 平 5.10. 1小   診療所
     　豊橋384 谷小児科 豊橋市中岩田２－１５－２ 常　勤:    1谷小児科　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)谷　勉 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047200,385,4 医療法人　横山内科 〒440-0882 0532-55-7231医療法人横山内科　理長濱　貴彦 平21. 9. 1内   他   診療所
     　豊橋385 豊橋市神明町１０７ 常　勤:    3事長　横山　純夫 移動 他、消化器内科現存
     (医       3) 平27. 9. 1
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 2048200,386,2 冨安眼科 〒440-0066 0532-64-1558冨安　誠志 冨安　誠志 平 5.12. 1眼   診療所
     　豊橋386 豊橋市東田町２６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049200,388,8 村上医院 〒441-3142 0532-41-0518村上　義史 村上　義史 平 5.12.18内   消   診療所
     　豊橋388 豊橋市大岩町東郷内４１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050200,394,6 おおいし眼科 〒440-0044 0532-64-0081大石　文惠 大石　文惠 平 6. 9. 1眼   診療所
     　豊橋394 豊橋市宮下町６８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051200,395,3 医療法人　もりお医院〒441-8055 0532-46-1821医療法人　もりお医院松井　敏樹 平 6.10. 1内   他   小  診療所
     　豊橋395 豊橋市柱九番町８７ー２ 常　勤:    1　理事長　松井　敏樹 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052200,397,9 医療法人浅井内科 〒440-0853 0532-64-3100医療法人浅井内科　理浅井　俊夫 平 7. 1. 1内   他   診療所
     　豊橋397 豊橋市佐藤２－３－１１ 常　勤:    1事長　浅井　俊夫 組織変更 他：消内 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053200,398,7 医療法人吉見耳鼻咽喉〒441-8125 0532-25-7688医療法人吉見耳鼻咽喉吉見　光平 平 7. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     　豊橋398 科野依台診療所 豊橋市野依台１－３２－４ 常　勤:    1科野依台診療所　理事 組織変更 小   現存
     (医       1)長　吉見　光平 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054200,399,5 佐原医院 〒441-8134 0532-25-2606佐原　達也 佐原　達也 平 7. 1. 1内   小外 小  診療所
     　豊橋399 豊橋市植田町池下２７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055200,400,1 医療法人羽柴クリニッ〒441-8125 0532-25-8483医療法人羽柴クリニッ羽柴　幸弘 平 7. 1. 1内   小   呼  診療所
     　豊橋400 ク 豊橋市野依台１－３２－３ 常　勤:    1ク　理事長　羽柴　幸 組織変更 リハ アレ 現存
     (医       1)弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056200,403,5 医療法人エムディーみ〒441-8113 0532-48-3200医療法人エムディー　鈴木　大次郎 平 7. 4. 1内   小   皮  診療所
     　豊橋403 ゆきクリニック 豊橋市西幸町古並２９３－４ 常　勤:    2理事長　鈴木　大次郎 組織変更 呼   リハ アレ現存
     (医       2) 平28. 4. 1胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057200,404,3 山本皮膚科 〒441-3103 0532-41-4671医療法人厚生堂　理事山本　憲夫 平 7. 5. 1皮   診療所
     　豊橋404 豊橋市雲谷町字上ノ山１１６－４常　勤:    1長　　山本　憲夫 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2058200,408,4 医療法人権田脳神経外〒440-0814 0532-54-8811医療法人常念会　理事権田　隆実 平 7.10. 1一般        19診療所
     　豊橋408 科 豊橋市前田町２－１９－１７ 常　勤:    1長　権田　隆実 組織変更 脳外 外   内  現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059200,409,2 河合内科 〒441-8153 0532-47-8816河合　貞水 河合　貞水 平 7.11. 1内   循   小  診療所
     　豊橋409 豊橋市高師本郷町北沢９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060200,410,0 医療法人藤田内科胃腸〒441-8061 0532-45-0687医療法人藤田内科胃腸藤田　保 平 8. 1. 1内   胃   小  診療所
     　豊橋410 科 豊橋市藤沢町１０８ 常　勤:    1科　理事長　藤田　保 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061200,412,6 明陽クリニック 〒441-8023 0532-33-3130社会医療法人明陽会　鶴田　良成 平 8. 4. 1内   診療所
     　豊橋412 豊橋市八通町６４－３老健施設ビ常　勤:    2理事長　成田　真 新規 現存
     ル内６階 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062200,414,2 医療法人有心会愛知ク〒441-8034 0532-47-3663医療法人有心会　理事中田　実 平 8. 7. 1内   他   ひ  診療所
     　豊橋414 リニック 豊橋市松村町４８ 常　勤:    4長　前田　憲志 組織変更 腎内、透析内、現存
     (医       4) 平29. 7. 1消内、糖内、乳
     非常勤:    2 外
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063200,417,5 さくら小児科 〒440-0016 0532-66-1153鈴木　芙美代 鈴木　芙美代 平 8. 8. 1小   診療所
     　豊橋417 豊橋市牛川町郷道２１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064200,418,3 鈴木内科医院 〒440-0858 0532-66-0880鈴木　敏和 鈴木　敏和 平 8. 9. 1内   小   循  診療所
     　豊橋418 豊橋市つつじが丘３－７－２５ 常　勤:    2 新規 消   呼   リハ現存
     (医       1) 平29. 9. 1アレ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065200,419,1 産科・婦人科ひらでか〒441-8087 0532-37-5731平出　薫 平出　薫 平 8.10. 1一般    診療所
     　豊橋419 おるクリニック 豊橋市牟呂町大塚８５－１ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066200,421,7 豊橋メイツクリニック〒440-0035 0532-66-1010医療法人社団三遠メデ柴田　雅也 平24. 7. 9一般        16診療所
     　豊橋421 豊橋市平川南町７３ 常　勤:    6ィメイツ　理事長　小 移動 内   他   現存
     (医       6)池　茂文 平24. 7. 9
     非常勤:    6
     (医       6)
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 2067200,424,1 つつじが丘クリニック〒440-0853 0532-66-2103越知　敬善 越知　敬善 平 8.11. 1内   小   消  診療所
     　豊橋424 豊橋市佐藤１－１４－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068200,426,6 大池クリニック 〒440-0865 0532-53-2345医療法人健輝会　理事仙田　宏平 平 9. 1. 4内   他   放  診療所
     　豊橋426 豊橋市向山台町８－２ 常　勤:    2長　仙田　宏平 組織変更 血管内 現存
     (医       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069200,427,4 中川内科 〒441-8132 0532-25-5811医療法人中川内科　理中川　浩志 平 9. 1. 1内   小   他  診療所
     　豊橋427 豊橋市南大清水町富士見５９３－常　勤:    1事長　中川　浩志 組織変更 現存
     １８ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070200,428,2 きよし整形外科 〒441-8014 0532-33-8688鈴木　潔 鈴木　潔 平 9. 3. 1整外 外   形外診療所
     　豊橋428 豊橋市花田二番町７８ 常　勤:    1 新規 リウ リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071200,430,8 ひかりクリニック 〒440-0876 0532-55-2511中根　一憲 中根　一憲 平11.12.14内   小   アレ診療所
     　豊橋430 豊橋市西松山町２５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072200,433,2 なかまち医院 〒441-3155 0532-43-1722板坂　安修 板坂　安修 平 9. 9. 1内   外   診療所
     　豊橋433 豊橋市二川町中町５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073200,434,0 かわぐちこどもクリニ〒441-8087 0532-44-1810河口　信治 河口　信治 平 9.10. 1小   アレ 診療所
     　豊橋434 ック 豊橋市牟呂町大塚８６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074200,435,7 中島脳神経外科 〒440-0091 0532-54-6261中島　克昌 中島　克昌 平 9. 9.23脳外 外   内  診療所
     　豊橋435 豊橋市下五井町捨田４５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075200,437,3 いなづみクリニック 〒440-0891 0532-54-1723医療法人いなづみクリ稲積　秀一 平16. 1.26ひ   内   診療所
     　豊橋437 豊橋市関屋町２００－２ 常　勤:    1ニック　理事長　稲積 移動 現存
     (医       1)　秀一 平28. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076200,438,1 武内眼科クリニック 〒441-8104 0532-37-7373武内　邦彦 武内　邦彦 平 9.11. 1眼   診療所
     　豊橋438 豊橋市山田二番町１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077200,439,9 あずまだこどもクリニ〒440-0062 0532-56-1788鈴木　敏弘 鈴木　敏弘 平10. 1. 1小   アレ 診療所
     　豊橋439 ック 豊橋市東田町西脇１３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 2078200,442,3 松山診療所 〒440-0874 0532-54-2512白井　百合子 白井　百合子 平10. 2. 7内   神内 小  診療所
     　豊橋442 豊橋市東松山町４０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079200,443,1 河辺皮フ科 〒441-8107 0532-47-5512河邊　葉子 河邊　葉子 平10. 7. 1皮   診療所
     　豊橋443 豊橋市南栄町蟹原２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080200,444,9 豊橋整形外科鷹丘クリ〒440-0016 0532-65-1112医療法人整友会　理事中神　和賀雄 平27. 5. 1整外 リハ 診療所
     　豊橋444 ニック 豊橋市牛川町中郷１０６－１ 常　勤:    2長　江﨑　雅彰 移動 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081200,445,6 井上皮フ科クリニック〒440-0864 0532-55-7007医療法人井上皮フ科ク井上　かがね 平10.10. 1皮   診療所
     　豊橋445 豊橋市向山町中畑１３ー１マイル常　勤:    1リニック　理事長　井 組織変更 現存
     ストーンビル１階 (医       1)上　かがね 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082200,446,4 佐井皮フ科クリニック〒440-0066 0532-64-8400佐井　嘉之 佐井　嘉之 平10.12. 1皮   診療所
     　豊橋446 豊橋市東田町２５８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083200,448,0 アオキ医院 〒440-0067 0532-64-8500医療法人アオキ医院　青木　譲治 平11. 1. 1内   小   診療所
     　豊橋448 豊橋市上地町５９ー１ 常　勤:    1理事長　青木　譲治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084200,451,4 医療法人輝ジュンレデ〒441-8105 0532-38-0306医療法人輝　理事長　太田　幸生 平11. 3. 1一般        19診療所
     　豊橋451 ィースクリニック豊橋豊橋市北山町６１－３ 常　勤:    1畔柳　純一 新規 産   婦   小  現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085200,454,8 山本医院 〒441-3151 0532-41-0205山本　和彦 山本　和彦 平11. 5. 1内   小   診療所
     　豊橋454 豊橋市二川町北裏３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086200,455,5 医療法人島病院 〒441-3103 0532-41-7511医療法人島病院　理事島　勝 平11. 7. 1精神        80病院
     　豊橋455 豊橋市雲谷町上ノ山６５－１３８常　勤:    3長　島　勝 組織変更 内   精   神  現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2087200,456,3 医療法人澄心会豊橋ハ〒441-8071 0532-37-3377医療法人澄心会　理事鈴木　孝彦 平12. 4. 1一般        80病院
     　豊橋456 ートセンター 豊橋市大山町五分取２１－１ 常　勤:   29長　鈴木　孝彦 その他 内   他   心外現存
     (医      29) 平30. 4. 1脳外 放   麻  
     非常勤:    6 リハ 形外 
     (医       6) 循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088200,458,9 みなみが丘クリニック〒441-3147 0532-65-5225小林　宏始 小林　宏始 平11.11. 1内   胃   小  診療所
     　豊橋458 豊橋市大岩町前荒田６７－７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089200,460,5 上條皮膚科 〒441-8081 0532-31-7121上條　和久 上條　和久 平21. 9.24皮   ひ   診療所
     　豊橋460 豊橋市西羽田町１７１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090200,462,1 鈴木ひろし整形外科 〒440-0853 0532-65-1300鈴木　洋 鈴木　洋 平12. 5. 1整外 外   リウ診療所
     　豊橋462 豊橋市佐藤５－２３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091200,464,7 もりた耳鼻咽喉科 〒441-8083 0532-34-2001森田　浩史 森田　浩史 平12.12. 1耳   診療所
     　豊橋464 豊橋市東脇１－７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092200,466,2 かずクリニック 〒441-0152 0532-34-2555山本　和英 山本　和英 平13. 1. 1内   他   診療所
     　豊橋466 豊橋市前芝町西堤３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093200,467,0 横井内科小児科 〒441-8151 0532-46-0376横井　尚 横井　尚 平13. 1. 1内   小   循  診療所
     　豊橋467 豊橋市曙町測点２１３－４ 常　勤:    2 交代 消   呼   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094200,468,8 至クリニック 〒440-0888 0532-53-1211小久保　至浩 小久保　至浩 平13. 4. 1神   精   心内診療所
     　豊橋468 豊橋市駅前大通１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2095200,470,4 エモア眼科 〒440-0888 0532-54-0481医療法人エモア眼科　片山　真理子 平13. 4. 1眼   診療所
     　豊橋470 豊橋市駅前大通１－４６－１豊鉄常　勤:    1理事長　片山　真理子 組織変更 現存
     ターミナルビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096200,472,0 林医院 〒441-1115 0532-88-0041林　淳史 林　淳史 平13. 8.30内   小   放  診療所
     　豊橋472 豊橋市石巻本町市場９７－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 8.30
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 2097200,474,6 芳賀クリニック 〒441-8113 0532-38-0808医療法人勝心会　理事芳賀　勝 平14. 4. 1内   循   消  診療所
     　豊橋474 豊橋市西幸町浜池５８－１ 常　勤:    1長　芳賀　勝 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098200,476,1 豊橋メイツ睡眠治療ク〒440-0036 0532-66-5678医療法人社団三遠メデ小池　茂文 平20. 2. 4一般        16診療所
     　豊橋476 リニック 豊橋市東光町５０ 常　勤:    1ィメイツ　理事長　小 移動 内   呼   現存
     (医       1)池　茂文 平26. 2. 4
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099200,479,5 せんだクリニック 〒441-0152 0532-34-0077千田　晴之 千田　晴之 平14. 9. 1内   循   小  診療所
     　豊橋479 豊橋市前芝町山内４１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100200,480,3 きくち整形外科眼科ク〒441-8153 0532-38-1010医療法人きくち整形外菊池　義郎 平14.10. 1整外 眼   リウ診療所
     　豊橋480 リニック 豊橋市高師本郷町北浦７９ 常　勤:    3科眼科クリニック　理 組織変更 リハ 現存
     (医       2)事長　菊池　静 平26.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101200,483,7 高沢内科 〒440-0076 0532-53-1788高澤　雅秋 高澤　雅秋 平15. 1. 1内   循   診療所
     　豊橋483 豊橋市大橋通２－１０４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102200,485,2 伊藤内科 〒441-8151 0532-45-0911伊藤　良雄 伊藤　良雄 平15. 1.24内   小   アレ診療所
     　豊橋485 豊橋市曙町松並８－１ 常　勤:    1 交代 放   胃   現存
     (医       1) 平27. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103200,486,0 東岩田いとうクリニッ〒440-0033 0532-69-3500伊藤　彰芳 伊藤　彰芳 平15. 3. 1胃   外   内  診療所
     　豊橋486 ク 豊橋市東岩田１－１２－６ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104200,488,6 すこやか診療所 〒440-0043 0532-69-3711堀場　史也 堀場　史也 平15. 4. 1小   アレ 内  診療所
     　豊橋488 豊橋市朝丘町１３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105200,490,2 野田内科クリニック 〒440-0012 0532-69-5611野田　康信 野田　康信 平15. 4. 1呼   アレ 内  診療所
     　豊橋490 豊橋市東小鷹野３－１２－２０ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106200,492,8 豊橋整形外科向山クリ〒440-0864 0532-66-0011医療法人整友会　理事嘉森　雅俊 平15. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊橋492 ニック 豊橋市向山町水車４４－１ 常　勤:    1長　江崎　雅彰 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2107200,493,6 岡村クリニック 〒440-0853 0532-65-4100医療法人岡村クリニッ岡村　和彦 平15. 7. 1脳外 外   リハ診療所
     　豊橋493 豊橋市佐藤２－２４－１ 常　勤:    2ク　理事長　岡村　和 組織変更 整外 内   現存
     (医       2)彦 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108200,495,1 医療法人積善会　積善〒441-3151 0532-41-0800医療法人積善会　理事橋本　眞徳 平15. 7. 1療養       414病院
     (201,495,6) 病院 豊橋市二川町北裏１－１７ 常　勤:    7長　近藤　貴久 組織変更 内   他   呼内現存
     　豊橋495 (医       5) 平27. 7. 1神内 皮   リハ
     (歯       2) 放   歯   
     非常勤:   19 循内、消内
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109200,498,5 医療法人弘和会　さた〒441-8149 0532-38-8622医療法人弘和会　理事佐竹　幸治 平15.10. 1内   呼   アレ診療所
     　豊橋498 けクリニック 豊橋市中野町大原４７－１ 常　勤:    2長　佐竹　弘 新規 循   小   現存
     (医       1) 平27.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110200,499,3 大島整形外科クリニッ〒440-0024 0532-62-5511医療法人慈豊会　理事大島　毅 平15.10. 1一般         2診療所
     　豊橋499 ク 豊橋市東田町井原３９－７ 常　勤:    1長　大島　照夫 組織変更 整外 リハ 外  現存
     (医       1) 平27.10. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111200,500,8 牟呂診療所 〒441-8083 0532-31-1917杢野　浩司 杢野　浩司 平16. 1. 1内   循   呼  診療所
     　豊橋500 豊橋市東脇２－１５－２ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112200,501,6 鈴木・三竹医院 〒441-8023 0532-31-3939三竹　正弘 三竹　正弘 平16. 1. 1内   消   アレ診療所
     　豊橋501 豊橋市八通町５０－２ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113200,502,4 大島医院 〒440-0076 0532-55-3411大島　裕隆 大島　裕隆 平16. 4. 1精   心内 診療所
     　豊橋502 豊橋市大橋通１－６８静銀ニッセ常　勤:    1 新規 現存
     イ豊橋ビル５階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114200,503,2 伴医院 〒441-3301 0532-23-0006伴　和信 伴　和信 平20.10. 1内   循   診療所
     　豊橋503 豊橋市老津町今下４４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2115200,506,5 わたなべ皮フ科クリニ〒440-0837 0532-69-2700医療法人わたなべ皮フ渡邊　康弘 平28.11. 7皮   形外 他  診療所
     　豊橋506 ック 豊橋市三ノ輪町三ノ輪５－１２ 常　勤:    2科クリニック　理事長 移動 他は美容皮膚科現存
     (医       2)　渡邊　康弘 平28.11. 7
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116200,511,5 公園通りクリニック 〒440-0013 0532-69-2005森田　浩之 森田　浩之 平16.10. 1心内 神   精  診療所
     　豊橋511 豊橋市西小鷹野１－１３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117200,512,3 冨田小児科 〒441-8073 0532-25-3200冨田　安信 冨田　安信 平16.11.11小   診療所
     　豊橋512 豊橋市大崎町広沢８５－１，８５常　勤:    1 交代 現存
     －２ (医       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118200,513,1 成瀬泌尿器科 〒440-0016 0532-63-5100医療法人成瀬泌尿器科成瀨　克邦 平17. 1. 1ひ   他   診療所
     　豊橋513 豊橋市牛川町田中１７ 常　勤:    2　理事長　成瀨　克邦 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119200,514,9 太田整形外科 〒441-3141 0532-41-6800医療法人大岩の森　理太田　邦昭 平17. 1. 1一般        14診療所
     　豊橋514 豊橋市大岩町北山３５１ 常　勤:    1事長　太田　邦昭 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120200,515,6 大岩整形外科・皮フ科〒440-0076 0532-55-2100医療法人大岩整形外科大岩　俊久 平17. 1. 1整外 皮   リハ診療所
     　豊橋515 豊橋市大橋通２－１１５ 常　勤:    1・皮フ科　理事長　大 組織変更 リウ 現存
     (医       1)岩　俊久 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121200,517,2 まひろ皮ふ科クリニッ〒441-8002 0532-31-1722山村　真弘 山村　真弘 平17. 3. 1皮   診療所
     　豊橋517 ク 豊橋市吉川町１５８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122200,519,8 しみずメンタルクリニ〒440-0888 0532-54-6479清水　敏子 清水　敏子 平23. 6. 1精   心内 診療所
     　豊橋519 ック 豊橋市駅前大通２－２９北星ビル常　勤:    1 移動 現存
     ４階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123200,520,6 医療法人有心会おおし〒441-8132 0532-29-3669医療法人有心会　理事篠原　聡 平17. 4. 1ひ   気食 他  診療所
     　豊橋520 みず愛知クリニック 豊橋市南大清水町富士見６８０－常　勤:    1長　前田　憲志 新規 透析内、消内 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124200,522,2 こやま皮フ科クリニッ〒441-8083 0532-32-1224小山　知来 小山　知来 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     　豊橋522 ク 豊橋市東脇１－３２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 2125200,524,8 こどもクリニックぽっ〒440-0013 0532-69-3220白谷　尚之 白谷　尚之 平17. 7. 1小   アレ 循  診療所
     　豊橋524 ぽ 豊橋市西小鷹野４－８－７，８－常　勤:    1 新規 現存
     ８，８－２１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126200,525,5 松井医院 〒441-8141 0532-45-6502松井　英夫 松井　英夫 平17. 7. 7内   循   小  診療所
     　豊橋525 豊橋市草間町東山９３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127200,526,3 西田メディカルクリニ〒441-8002 0532-34-5566医療法人メディプラス西田　元彦 平17. 7. 1内   消   アレ診療所
     　豊橋526 ック 豊橋市吉川町２２５－１ 常　勤:    1　理事長　西田　元彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128200,528,9 第二成田記念病院 〒440-0855 0532-51-5666社会医療法人明陽会　西村　康明 平17. 9. 1一般        96病院
     　豊橋528 豊橋市東小池町６２－１ 常　勤:    4理事長　成田　真 新規 リハ 内   神内現存
     (医       4) 平29. 9. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129200,532,1 曙アイクリニック 〒441-8151 0532-48-5061医療法人メディカルワ西本　明広 平17.10. 1眼   診療所
     　豊橋532 豊橋市曙町測点１４１－１ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 組織変更 現存
     (医       1)史 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130200,533,9 大林こどもクリニック〒441-8141 0532-39-0888医療法人大林こどもク大林　幹尚 平17.10. 1小   アレ 診療所
     　豊橋533 豊橋市草間町東山１３４－２ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)林　幹尚 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131200,534,7 おだかの医院 〒440-0012 0532-61-8419医療法人おだかの医院白井　順三 平18. 1. 1内   小   他  診療所
     　豊橋534 豊橋市東小鷹野２－１３－１２ 常　勤:    2　理事長　白井　順三 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132200,535,4 杢野医院 〒440-0072 0532-54-2850杢野　武彦 杢野　武彦 平18. 1. 1内   外   胃  診療所
     　豊橋535 豊橋市船町２８０ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133200,536,2 松井皮膚科クリニック〒441-8132 0532-25-6000医療法人松井皮膚科ク松井　誠一郎 平18. 1. 1皮   診療所
     　豊橋536 豊橋市南大清水町富士見７５３－常　勤:    2リニック　理事長　松 組織変更 現存
     １ (医       2)井　誠一郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2134200,537,0 松岡医院 〒441-8106 0532-45-3586医療法人創建会　理事松岡　聡明 平18. 1. 1内   小   消  診療所
     　豊橋537 豊橋市弥生町西豊和９－５ 常　勤:    1長　松岡　聡明 組織変更 アレ リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135200,540,4 つつじが丘ウイメンズ〒440-0858 0532-66-5550医療法人悠和会　理事若原　文世 平18. 4. 1他   診療所
     　豊橋540 クリニック 豊橋市つつじが丘２－３－１０ 常　勤:    2長　若原　文世 組織変更 産婦（生殖医療現存
     (医       2) 平30. 4. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136200,542,0 まちなかクリニック 〒440-0816 0532-57-1808伊藤　正也 伊藤　正也 平18. 7. 1ひ   内   診療所
     　豊橋542 豊橋市談合町９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137200,543,8 うえまつクリニック 〒440-0851 0532-53-7065上松　正尚 上松　正尚 平18. 8. 1内   消   診療所
     　豊橋543 豊橋市前田南町１－９－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138200,544,6 はた眼科クリニック 〒440-0834 0532-64-1777畑　徳昌 畑　徳昌 平18.10. 1眼   診療所
     　豊橋544 豊橋市飯村北１－１２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139200,545,3 伊藤ファミリークリニ〒440-0014 0532-62-1085伊藤　文一 伊藤　文一 平18.10. 1消   内   診療所
     　豊橋545 ック 豊橋市南牛川２－３－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140200,546,1 おおむら眼科クリニッ〒441-8011 0532-26-3115大村　智寿 大村　智寿 平18.11. 1眼   診療所
     　豊橋546 ク 豊橋市菰口町５－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141200,548,7 白井医院 〒440-0861 0532-52-5711白井　芳久 白井　芳久 平19. 1.29内   循   小  診療所
     　豊橋548 豊橋市向山西町７－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142200,549,5 つしまクリニック 〒441-8082 0532-34-0082医療法人つしまクリニ對馬　伸晃 平19. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     　豊橋549 豊橋市往完町往還東３８ 常　勤:    1ック　理事長　對馬　 組織変更 現存
     (医       1)伸晃 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143200,550,3 かわいクリニック 〒441-8071 0532-48-0008医療法人かわいクリニ河合　泰典 平19. 4. 1内   診療所
     　豊橋550 豊橋市大山町松荒９－５ 常　勤:    1ック　理事長　河合　 組織変更 現存
     (医       1)泰典 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144200,551,1 おおしまメディカルク〒441-8105 0532-48-8000医療法人翔陽会　理事大島　陽一 平19. 4. 1内   消   小  診療所
     　豊橋551 リニック 豊橋市北山町９５－５ 常　勤:    1長　大島　陽一 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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 2145200,552,9 医療法人栄真会　伊藤〒441-8042 0532-45-5283医療法人栄真会　理事伊藤　之一 平19. 4. 1外   内   胃  診療所
     　豊橋552 医院 豊橋市小池町原下３５ 常　勤:    3長　伊藤　之一 組織変更 こう 麻   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146200,553,7 ながた耳鼻咽喉科 〒441-8102 0532-38-8877医療法人ながた耳鼻咽永田　総一郎 平19. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     　豊橋553 豊橋市山田一番町７９－２ 常　勤:    1喉科　理事長　永田　 組織変更 現存
     (医       1)総一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147200,554,5 井澤医院 〒440-0812 0532-55-8936井澤　一宏 井澤　一宏 平19. 5. 1耳い 気食 診療所
     　豊橋554 豊橋市東新町１８０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148200,557,8 賀茂クリニック 〒441-1101 0532-87-0888梅村　幹治 梅村　幹治 平19. 9. 1内   消   小  診療所
     　豊橋557 豊橋市賀茂町宗末４８ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149200,559,4 下平医院 〒440-0832 0532-61-1036下平　雅哉 下平　雅哉 平20. 1. 1内   消   胃  診療所
     　豊橋559 豊橋市中岩田３－１－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150200,560,2 田中医院 〒441-8149 0532-45-0315田中　英之 田中　英之 平20. 1. 1内   循   診療所
     　豊橋560 豊橋市中野町大原１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151200,562,8 しみず皮膚科クリニッ〒441-8037 0532-21-7070清水　宏和 清水　宏和 平20. 4. 1皮   診療所
     　豊橋562 ク 豊橋市中橋良町６７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152200,563,6 こもぐち耳鼻咽喉科 〒441-8011 0532-34-3391板谷　純孝 板谷　純孝 平20. 4. 1耳い 診療所
     　豊橋563 豊橋市菰口町５－１０１ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153200,564,4 福井脳神経外科 〒441-8028 0532-21-7001福井　一裕 福井　一裕 平20. 5. 1脳外 内   外  診療所
     　豊橋564 豊橋市立花町３ 常　勤:    2 新規 放   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154200,565,1 かすや内科クリニック〒441-8087 0532-31-6262糟谷　泰秀 糟谷　泰秀 平20. 7. 1内   他   診療所
     　豊橋565 豊橋市牟呂町内田１９－２ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
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 2155200,568,5 松野クリニック 〒440-0016 0532-21-7370松野　丞男 松野　丞男 平20.10. 1内   他   呼内診療所
     　豊橋568 豊橋市牛川町中郷１１１ 常　勤:    2 新規 循内 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156200,569,3 平尾医院 〒440-0875 0532-52-5117平尾　義隆 平尾　義隆 平20.10. 1内   神内 小  診療所
     　豊橋569 豊橋市中松山町８３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157200,572,7 大岩クリニック 〒441-8142 0532-45-1013医療法人大岩クリニッ大岩　靖典 平29.11. 1外   内   他  診療所
     　豊橋572 豊橋市向草間町北新切１２１－１常　勤:    1ク　理事長　大岩　靖 移動 皮   リハ 現存
     (医       1)典 平29.11. 1他は胃腸内科、
     美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158200,574,3 豊生病院 〒440-0026 0532-63-1155医療法人せみがわ会　鈴木　剛 平21. 3. 1療養        38病院
     (201,574,8) 豊橋市多米西町１－２１－１ 常　勤:    5理事長　鈴木　剛 組織変更 外   他   呼内現存
     　豊橋574 (医       3) 平27. 3. 1整外 皮   ひ  
     (歯       1) 放   歯   小歯
     (薬       1) 循内、消内、美
     非常勤:    3 皮
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159200,575,0 まつおクリニック 〒441-8015 0532-32-9287医療法人まつおクリニ松尾　康治 平21. 4. 1他   診療所
     　豊橋575 豊橋市築地町３６－１ 常　勤:    2ック　理事長　松尾　 組織変更 乳腺外科、内科現存
     (医       2)康治 平27. 4. 1（内分泌・胃腸
     非常勤:    1 ）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160200,578,4 豊橋市こども発達セン〒441-8539 0532-39-9199豊橋市長　佐原　光一中野　弘克 平22. 4. 1小   他   整外診療所
     (201,578,9) ター 豊橋市中野町中原１００ 常　勤:    1 新規 耳い 歯   現存
     　豊橋578 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   17
     (医       3)
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161200,579,2 ひがし循環器クリニッ〒440-0836 0532-69-2328医療法人悠愛会　理事細川　博昭 平22. 4. 1一般        19診療所
     　豊橋579 ク 豊橋市飯村町浜道上１－１ 常　勤:    2長　細川　博昭 組織変更 内   他   現存
     (医       1) 平28. 4. 1他、循環器内科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162200,580,0 富士見台クリニック 〒441-8135 0532-39-4025中西　亮 中西　亮 平22. 7. 1内   外   整外診療所
     　豊橋580 豊橋市富士見台４－５－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 2163200,581,8 田代ひ尿器科 〒441-8117 0532-46-7611医療法人廣姫会　理事山内　智之 平22. 7. 1ひ   内   麻  診療所
     　豊橋581 豊橋市浜道町北側７６－１ 常　勤:    1長　山内　智之 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164200,582,6 こんどう耳鼻咽喉科 〒441-8133 0532-29-3433近藤　喜達 近藤　喜達 平22.11. 1耳い 診療所
     　豊橋582 豊橋市大清水町大清水３－１０８常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165200,583,4 医療法人暢生堂寺田ク〒440-0086 0532-55-8733医療法人暢生堂　理事寺田　央已 平22.11. 1ひ   内   外  診療所
     　豊橋583 リニック豊橋 豊橋市下地町長池７３ 常　勤:    1長　蟹本　雄右 交代 皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166200,584,2 ばんの内科クリニック〒441-8153 0532-39-7300坂野　健吾 坂野　健吾 平22.12. 1内   他   アレ診療所
     　豊橋584 豊橋市高師本郷町北浦７４－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167200,586,7 いむれ内科クリニック〒440-0834 0532-69-5678山本　景三 山本　景三 平23. 2. 1内   他   アレ診療所
     　豊橋586 豊橋市飯村北５－２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168200,587,5 井原アイクリニック 〒440-0037 0532-69-1612医療法人メディカルワ松島　和夫 平23. 3. 1眼   診療所
     　豊橋587 豊橋市平川町３－１ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 交代 現存
     (医       1)史 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169200,589,1 医療法人積善会　積善〒441-3141 0532-65-6565医療法人積善会　理事玉井　良樹 平23. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     　豊橋589 クリニック 豊橋市大岩町北山７８－５ 常　勤:    1長　近藤　貴久 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170200,591,7 岩屋病院 〒440-0842 0532-61-7100医療法人岩屋会　理事小林　朝隆 平28. 4. 1精神       325病院
     　豊橋591 豊橋市岩屋町岩屋下３９－１ 常　勤:    6長　小林　朝隆 移動 精   現存
     (医       6) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2171200,592,5 医療法人有心会はしら〒441-8037 0532-29-8484医療法人有心会　理事小林　健二 平23. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋592 整形リハビリクリニッ豊橋市中橋良町４２ 常　勤:    1長　前田　憲志 新規 現存
     ク (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172200,594,1 豊橋南藤井眼科クリニ〒441-8134 0532-25-7111藤井　康生 藤井　康生 平23.11. 1眼   他   診療所
     　豊橋594 ック 豊橋市植田町清水山１－１ 常　勤:    1 新規 小眼 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173200,599,0 井嶋産婦人科医院 〒440-0038 0532-63-1351井嶋　眞理 井嶋　眞理 平24. 5. 1産婦 診療所
     　豊橋599 豊橋市平川本町１－５－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174200,600,6 はなのきクリニック 〒440-0837 0532-63-9933馬場　芳 馬場　芳 平29. 6. 5内   小   他  診療所
     　豊橋600 豊橋市三ノ輪町三ノ輪５－１４ 常　勤:    2 移動 他は腎臓内科 現存
     (医       2) 平29. 6. 5
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175200,602,2 パークベルクリニック〒440-0877 0532-56-0020医療法人葵鐘会　理事刈谷　方俊 平24. 9. 1一般        19診療所
     　豊橋602 豊橋市南松山町１５３ 常　勤:    2長　山下　守 新規 産   婦   小  現存
     (医       2) 平24. 9. 1麻   
     非常勤:   60
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176200,603,0 大石三丁目クリニック〒440-0853 0532-66-3833医療法人大石三丁目ク大石　尚史 平24.10. 1他   アレ 内  診療所
     　豊橋603 豊橋市佐藤３－１８－４ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)石　尚史 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177200,604,8 豊新クリニック 〒441-8031 050-3383-1227柴田　登志弘 柴田　登志弘 平25. 3. 1内   診療所
     　豊橋604 豊橋市中郷町１７２－２中郷パレ常　勤:    1 新規 現存
     ス１Ｃ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178200,605,5 ナチュラルファミリー〒440-0026 0532-62-4976戸舘　亮人 戸舘　亮人 平25. 4. 1内   アレ 小  診療所
     　豊橋605 クリニック 豊橋市多米西町２－２２－１４ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179200,606,3 クリニックいちょう 〒441-8141 0532-35-7117三浦　弘剛 三浦　弘剛 平25. 5. 1外   内   他  診療所
     　豊橋606 豊橋市草間町二本松２４－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180200,607,1 かみやメンタルクリニ〒441-8087 0532-34-1411医療法人かみやメンタ神谷　純 平25. 4. 1心内 精   診療所
     　豊橋607 ック 豊橋市牟呂町西明治源助堀６－１常　勤:    1ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　神谷　純 平25. 4. 1
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 2181200,608,9 医療法人有心会とよは〒441-8019 0532-39-7888医療法人有心会　理事申　正樹 平25.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋608 しにし整形リハクリニ豊橋市花田町荒木５１－１ 常　勤:    1長　前田　憲志 新規 現存
     ック (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182200,609,7 みやもとクリニック 〒440-0025 0532-64-1235医療法人みやもとクリ宮本　亮一 平25.10. 1内   他   外  診療所
     　豊橋609 豊橋市井原町１０６－２ 常　勤:    1ニック　理事長　宮本 組織変更 循環器内科、消現存
     (医       1)　亮一 平25.10. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183200,611,3 花田いしかわクリニッ〒441-8019 0532-32-2166石川　玲 石川　玲 平25.12. 1内   他   外  診療所
     　豊橋611 ク 豊橋市花田町小松６６－６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.12. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184200,612,1 すどう内科クリニック〒441-8104 0532-39-8007医療法人すどう内科ク須藤　裕一郎 平26. 1. 1内   他   リウ診療所
     　豊橋612 豊橋市山田二番町７７－５ 常　勤:    1リニック　理事長　須 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       1)藤　裕一郎 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185200,613,9 吉田方クリニック 〒441-8002 0532-33-7878医療法人吉田方クリニ二宮　善弘 平26. 1. 1内   他   小  診療所
     　豊橋613 豊橋市吉川町２４５－４ 常　勤:    1ック　理事長　二宮　 組織変更 外   現存
     (医       1)善弘 平26. 1. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186200,614,7 下地医院 〒440-0084 0532-53-5815篠﨑　理絵 篠﨑　理絵 平26. 1. 1内   外   整外診療所
     　豊橋614 豊橋市下地町神田３８ 常　勤:    2 交代 他   皮   現存
     (医       2) 平26. 1. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187200,615,4 小石チルドレンクリニ〒440-0858 0532-66-1515小石　洋和 小石　洋和 平26. 4. 1小   アレ 他  診療所
     　豊橋615 ック 豊橋市つつじが丘２－９－１０ 常　勤:    1 新規 新生児内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188200,617,0 かわい小児科 〒441-8154 0532-26-2625医療法人かわい小児科河合　新治 平26. 7. 1小   診療所
     　豊橋617 豊橋市西高師町沢向３－１ 常　勤:    1　理事長　河合　新治 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189200,618,8 Ｌやすらぎクリニック〒440-0896 0532-56-7799山岸　勝則 山岸　勝則 平26. 9. 1心内 精   診療所
     　豊橋618 豊橋市萱町２０－７高木ビル２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190200,619,6 山内ファミリークリニ〒441-8087 0532-43-6333山内　正樹 山内　正樹 平26.10. 1内   他   小  診療所
     　豊橋619 ック 豊橋市牟呂町東里６０ 常　勤:    1 新規 循内、糖内 現存
     (医       1) 平26.10. 1
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 2191200,620,4 豊橋駅前クリニック 〒440-0888 0532-51-5250松原　真依子 松原　真依子 平27. 1. 1皮   美外 形外診療所
     　豊橋620 豊橋市駅前大通１－４６－１豊鉄常　勤:    1 新規 現存
     ターミナルビル３階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192200,623,8 豊橋ニコニコクリニッ〒441-8021 0532-35-2533光田　輝彦 光田　輝彦 平27. 1. 1心内 精   他  診療所
     　豊橋623 ク 豊橋市白河町２９－１白河ハイツ常　勤:    1 交代 老年精神科 現存
     １２Ｂ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193200,625,3 やまぎし整形外科　い〒440-0834 0532-69-5072山岸　洋介 山岸　洋介 平27. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋625 たみのクリニック 豊橋市飯村北１－８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194200,626,1 医療法人積善会　第二〒441-3146 0532-39-4771医療法人積善会　理事近藤　貴久 平27.11. 1一般 病院
     　豊橋626 積善病院 豊橋市大岩町北山６－１１０ 常　勤:    5長　近藤　貴久 新規     一般    40現存
     (医       5) 平27.11. 1療養
     非常勤:   15     療養   208
     (医      15) 内   循   他  
     ひ   呼内 リハ
     人工透析内科　
     腎臓内科　糖尿
     病内科　消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195200,627,9 マミーローズクリニッ〒441-8006 0532-32-6585医療法人マミーローズ山口　賢二 平28. 1. 1一般        17診療所
     　豊橋627 ク 豊橋市高洲町字森下１ 常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 産婦 小   現存
     (医       3)山口　賢二 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196200,628,7 あい東脇皮フ科クリニ〒441-8083 0532-31-4112山本　あい 山本　あい 平28. 3. 1皮   他   診療所
     　豊橋628 ック 豊橋市東脇１－８－１５ 常　勤:    1 新規 他は、小児皮膚現存
     (医       1) 平28. 3. 1科・美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197200,629,5 マイクリニック大久保〒440-0881 0532-35-7741医療法人社団眞生会　赤川　高志 平28. 4. 1他   内   診療所
     　豊橋629 　豊橋 豊橋市広小路１－１８ウェルプラ常　勤:    1理事長　大久保　雅之 新規 他は、肛門外科現存
     ザユメックス６階 (医       1) 平28. 4. 1・消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198200,631,1 かずおメンタルクリニ〒441-8113 0532-48-6666医療法人　和音会　理大瀧　和男 平28. 4. 1他   精   心内診療所
     　豊橋631 ック 豊橋市西幸町浜池４３－２ 常　勤:    1事長　大瀧　和男 組織変更 他は、児童精神現存
     (医       1) 平28. 4. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2199200,632,9 白井メディカルクリニ〒440-0821 0532-63-3838医療法人ＳＨＧ　理事白井　健之助 平28. 4. 1内   他   小  診療所
     　豊橋632 ック 豊橋市春日町２－１３－１ 常　勤:    1長　白井　健之助 組織変更 他は消化器内科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200200,633,7 木村整形外科 〒441-8112 0532-45-9925医療法人木村整形外科木村　大 平28. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋633 豊橋市牧野町牧野２６－１２１ 常　勤:    1　理事長　木村　大 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201200,634,5 かきはら眼科クリニッ〒440-0858 0532-63-5139医療法人柿原クリニッ柿原　寛子 平28.10. 1眼   他   診療所
     　豊橋634 ク 豊橋市つつじが丘２－２９－３ 常　勤:    1ク　理事長　柿原　寛 新規 他は、小児眼科現存
     (医       1)子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202200,635,2 中里医院 〒440-0888 0532-57-1661中里　三紀子 中里　三紀子 平28. 9. 1心内 精   診療所
     　豊橋635 豊橋市駅前大通１－４６－１豊鉄常　勤:    2 交代 現存
     ターミナルビル４階 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203200,636,0 小石整形外科クリニッ〒440-0858 0532-66-5514医療法人小石マタニテ伊藤　錦哉 平28.11. 1整外 リハ 診療所
     　豊橋636 ク 豊橋市つつじが丘１－８－８ 常　勤:    1ィクリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　小石　麻子 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204200,637,8 Ｎクリニック 〒441-8133 0532-25-7655医療法人　順心会　理中西　浩 平28.11. 1整外 内   外  診療所
     　豊橋637 豊橋市大清水町大清水２３０－１常　勤:    2事長　中西　浩 組織変更 他   現存
     (医       2) 平28.11. 1こう外、ペイン
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205200,638,6 小川眼科 〒441-8124 0532-21-9971小川　勇来 小川　勇来 平29. 1. 1眼   診療所
     　豊橋638 豊橋市野依町落合１－１２イオン常　勤:    1 新規 現存
     豊橋南１階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206200,639,4 健豊クリニック 〒441-8031 070-4417-4716白田　直之 白田　直之 平29. 4. 1内   整外 診療所
     　豊橋639 豊橋市中郷町１７３－２カワイマ常　勤:    1 新規 現存
     ンション３Ｄ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207200,640,2 里童こころと育ちのク〒441-8002 0532-34-3313福原　里美 福原　里美 平29. 4. 1他   診療所
     　豊橋640 リニック 豊橋市吉川町６１ 常　勤:    1 新規 他は児童精神科現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208200,641,0 東脇胃腸内科・外科 〒441-8083 0532-32-3831医療法人慈杏会東脇胃林　章彦 平29. 8. 1内   他   呼内診療所
     　豊橋641 豊橋市東脇４－１－６ 常　勤:    2腸内科・外科　理事長 組織変更 小   外   整外現存
     (医       2)　林　章彦 平29. 8. 1胃内、胃外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209200,642,8 はら脳神経内科・内科〒441-8113 0532-38-8866原　敬史 原　敬史 平29.10. 1神内 内   診療所
     　豊橋642 クリニック 豊橋市西幸町笠松３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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 2210200,643,6 塩之谷整形外科 〒441-8134 0532-25-2115医療法人塩之谷整形外塩之谷　香 平29.11. 1一般 診療所
     　豊橋643 豊橋市植田町関取５４ 常　勤:    1科　理事長　塩之谷　 組織変更     一般    19現存
     (医       1)昌 平29.11. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211200,644,4 成田記念陽子線センタ〒441-8021 0532-33-0033社会医療法人明陽会　栁　剛 平30. 4. 1放   診療所
     　豊橋644 ー 豊橋市白河町７８ 常　勤:    1理事長　成田　真 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212200,645,1 殿田橋整形外科 〒440-0833 0532-69-1601医療法人殿田橋整形外伊藤　高規 平30. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊橋645 豊橋市飯村町西山７－６４４ 常　勤:    1科　理事長　伊藤　高 組織変更 現存
     (医       1)規 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213200,646,9 佐藤脳神経外科 〒440-0011 0532-69-2760佐藤　雅基 佐藤　雅基 平30. 6. 1脳外 内   外  診療所
     　豊橋646 愛知県豊橋市牛川通１－２１－７常　勤:    1 新規 放   リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214210,054,4 医療法人一心会加藤産〒444-0860 0564-21-3251医療法人一心会　理事岩瀬　幸子 平17.12. 1産婦 診療所
     　岡崎54 婦人科 岡崎市明大寺本町１－７ 常　勤:    1長　岩瀬　幸子 その他 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 0564-21-8111岡崎市長　内田　康宏早川　文雄 平10.12.28一般       715地域支援
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ 常　勤:  164 移動 内   他   呼内病院
     　岡崎59 (医     158) 平28.12.28小   外   整外現存
     (歯       6) 形外 脳外 呼外
     非常勤:   53 心外 小外 皮  
     (医      52) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い リハ 放  
     歯外 麻   臨床
     病理 
     血内、内分泌・
     糖内、腎内、脳
     神内、消内、循
     内、腫内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216210,060,1 医療法人仁精会三河病〒444-0840 0564-51-1778医療法人仁精会　理事大賀　杲 昭35. 9. 3精神       151病院
     　岡崎60 院 岡崎市戸崎町牛転２ 常　勤:    6長　大賀　肇 心内 精   神内現存
     (医       6) 平29. 9. 3他   
     非常勤:    9 児精
     (医       9)
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 2217210,088,2 愛知県がんセンター愛〒444-0011 0564-21-6251愛知県病院事業管理者齋藤　博 昭35. 7.25一般       220病院
     　岡崎88 知病院 岡崎市欠町栗宿１８ 常　勤:   30　病院事業庁長　木下 結核        50現存
     (医      30)　平 平29. 7.25一般（感染）
     非常勤:   22              6
     (医      22) 内   呼内 他  
     外   呼外 整外
     リハ 病理 麻  
     消内、血内、乳
     内、腫内、緩和
     ケア内、消外、
     乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218210,111,2 医療法人博愛会やはぎ〒444-0941 0564-31-3170医療法人博愛会　理事山本　和子 平14.10.21内   小   消  診療所
     　岡崎111 医院 岡崎市暮戸町南川畔３６ 常　勤:    1長　山本　和子 移動 アレ リハ 現存
     (医       1) 平26.10.21
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219210,158,3 医療法人山武会岡崎南〒444-0832 0564-51-5434医療法人山武会　理事山本　邦雄 昭46. 3. 1一般        70病院
     　岡崎158 病院 岡崎市羽根東町１－１－３ 常　勤:    4長　山本　邦雄 療養        72現存
     (医       4) 平28. 3. 1内   外   整外
     非常勤:   10 他   リウ リハ
     (医      10) 皮   小   神内
     脳外 
     その他は胃腸内
     科、循環器内科
     、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220210,169,0 岡崎市医師会夜間急病〒444-0875 0564-52-1572一般社団法人岡崎市医長谷川　雅一 平10. 4. 1内   小   外  診療所
     　岡崎169 診療所 岡崎市竜美西１－９－１ 常　勤:    1師会　会長　小森　保 移動 放   現存
     (医       1)生 平28. 4. 1
     非常勤:   89
     (医      89)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221210,176,5 簗瀬医院 〒444-0008 0564-24-0205簗瀬　正邦 簗瀬　正邦 昭49. 5. 1一般    診療所
     　岡崎176 岡崎市洞町字上荒田３４－８ 常　勤:    1 胃   外   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222210,178,1 志賀医院 〒444-0226 0564-43-2015志賀　捷浩 志賀　捷浩 昭49.11.16内   消   小  診療所
     　岡崎178 岡崎市中島町薬師２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2223210,179,9 杉浦内科医院 〒444-0802 0564-52-4668杉浦　亢 杉浦　亢 昭50. 1. 1内   消   診療所
     　岡崎179 岡崎市美合町平地４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224210,184,9 青木医院 〒444-0908 0564-31-1717青木　克行 青木　克行 昭51. 8. 1内   胃   消  診療所
     　岡崎184 岡崎市橋目町請地１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225210,187,2 医療法人十全会三嶋内〒444-0072 0564-22-3232医療法人十全会　理事北川　康雄 昭52. 2. 1一般        44病院
     　岡崎187 科病院 岡崎市六供町３－８－２ 常　勤:    8長　三島　勉 療養       102現存
     (医       8) 平28. 2. 1内   他   リウ
     非常勤:    4 放   
     (医       4) 消内、糖内、肝
     内、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226210,191,4 小児科延寿堂杉浦医院〒444-0073 0564-24-1470杉浦　壽康 杉浦　壽康 昭52. 8. 1小   診療所
     　岡崎191 岡崎市能見通１－２４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227210,193,0 渋谷耳鼻咽喉科 〒444-2122 0564-23-0169渋谷　晋市郎 渋谷　晋市郎 昭52.11. 1耳   診療所
     　岡崎193 岡崎市鴨田本町１０－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228210,205,2 医療法人博報会岡崎東〒444-0008 0564-22-6616医療法人博報会　理事鈴木　正博 平11. 4. 1療養       108病院
     　岡崎205 病院 岡崎市洞町向山１６－２ 常　勤:    4長　柵木　充明 移動 内   リハ 皮  現存
     (医       3) 平29. 4. 1他   
     (薬       1) 糖・分泌内、老
     非常勤:   20 内
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229210,207,8 亀井医院 〒444-0038 0564-22-5110亀井　信子 亀井　信子 昭56.12. 1皮   診療所
     　岡崎207 岡崎市伝馬通１－５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230210,210,2 山本クリニック 〒444-0075 0564-21-3311山本　皓正 山本　皓正 昭57. 7. 1内   消   小  診療所
     　岡崎210 岡崎市伊賀町７－３３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2231210,211,0 クリニックさいとう 〒444-0038 0564-21-0555医療法人周済会　理事斉藤　道夫 平 6. 1. 1内   胃   整外診療所
     　岡崎211 岡崎市伝馬通３－２３ 常　勤:    2長　斎藤　孝夫 その他 リハ リウ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232210,212,8 伊賀新クリニック 〒444-0078 0564-23-0090都築　利雄 都築　利雄 昭58. 3. 1内   精   神  診療所
     　岡崎212 岡崎市伊賀新町１３－２２ 常　勤:    1 神内 小   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233210,213,6 金山医院 〒444-0211 0564-51-9106金山　洋 金山　洋 昭58. 4. 1内   他   小  診療所
     　岡崎213 岡崎市野畑町南郷中５３ 常　勤:    3 産婦 外   現存
     (医       3) 平28. 4. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234210,216,9 医療法人鉄友会宇野病〒444-0921 0564-24-2211医療法人鉄友会　理事宇野　甲矢人 昭59. 4. 1一般       115病院
     　岡崎216 院 岡崎市中岡崎町１－１０ 常　勤:   14長　宇野　甲矢人 療養        65現存
     (医      14) 平29. 4. 1内   外   皮  
     非常勤:   40 リハ 放   心内
     (医      40) 神内 整外 脳外
     心外 麻   他  
     眼   リウ 形外
     ひ   
     消内、消外、循
     内、肛内、肛外
     、胃内、内視鏡
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235210,229,2 長野整形・形成外科医〒444-0864 0564-25-3888長野　哲也 長野　哲也 昭62. 2. 1整外 形外 リハ診療所
     　岡崎229 院 岡崎市明大寺町荒井２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236210,234,2 光ケ丘クリニック 〒444-0840 0564-54-5500鬼頭　和世 鬼頭　和世 昭62. 8. 1内   胃   外  診療所
     　岡崎234 岡崎市戸崎町牛転３６ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237210,238,3 医療法人三志会宇野整〒444-0806 0564-54-3161医療法人三志会　理事宇野　雅久 昭63. 4. 1一般         3診療所
     　岡崎238 形外科 岡崎市緑丘２－７－３ 常　勤:    1長　宇野　雅久 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1外   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238210,244,1 医療法人桐渕眼科 〒444-0043 0564-22-1291医療法人桐渕眼科　理桐渕　恵嗣 平元. 7. 1眼   診療所
     　岡崎244 岡崎市唐沢町１－３０ 常　勤:    2事長　桐渕　恵嗣 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2239210,246,6 竜美ストレス心療クリ〒444-0874 0564-54-3033平田　進 平田　進 平20. 4. 1精   心内 診療所
     　岡崎246 ニック 岡崎市竜美南１－７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240210,247,4 医療法人岡田胃腸科ク〒444-0822 0564-54-0125医療法人岡田胃腸科ク岡田　昭紀 平元.11. 1内   胃   外  診療所
     　岡崎247 リニック 岡崎市若松東２－９－５ 常　勤:    1リニック　理事長　岡 皮ひ こう 現存
     (医       1)田　昭紀 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241210,248,2 医療法人伊藤整形外科〒444-0904 0564-31-7107医療法人伊藤整形外科伊藤　孝夫 平元.11. 1内   外   整外診療所
     　岡崎248 岡崎市西大友町桃々木１５－２ 常　勤:    1　理事長　伊藤　孝夫 皮   リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242210,250,8 医療法人ワシミ整形外〒444-0851 0564-52-8811医療法人ワシミ整形外鷲見　廣輔 平元.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎250 科 岡崎市久後崎町キロ１５－２ 常　勤:    2科　理事長　鷲見　大 皮   他   外  現存
     (医       2)輔 平28.11. 1消内
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243210,253,2 高村医院 〒444-2149 0564-45-2677高村　公範 高村　公範 平 2. 1. 1内   小   診療所
     　岡崎253 岡崎市細川町長原５７－３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244210,255,7 杉浦内科・小児科 〒444-0015 0564-25-5400杉浦　正佳 杉浦　正佳 平 2. 4. 1内   循   小  診療所
     　岡崎255 岡崎市中町６－１－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245210,256,5 医療法人　矢藤眼科 〒444-0061 0564-21-0641医療法人矢藤眼科　理矢藤　仁久 平 2. 5. 1眼   診療所
     　岡崎256 岡崎市能見町１０３ 常　勤:    2事長　矢藤　仁久 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246210,261,5 岡崎産婦人科 〒444-2122 0564-21-8191医療法人岡崎クリニッ伊藤　裕 平 5. 4.23産   婦   診療所
     　岡崎261 岡崎市鴨田本町９－１９ 常　勤:    1ク　理事長　伊藤　裕 現存
     (医       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247210,262,3 医療法人荻須医院 〒444-0041 0564-21-0781医療法人荻須医院　理荻須　文一 平 2.11. 1ひ   皮   こう診療所
     　岡崎262 岡崎市籠田町２６ 常　勤:    2事長　荻須　文一 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248210,263,1 宮地医院 〒444-0834 0564-51-3366宮地　恭一 宮地　恭一 平 3. 2. 1内   循   小  診療所
     　岡崎263 岡崎市柱町南屋敷３２ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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 2249210,266,4 桐渕アイクリニック 〒444-0838 0564-51-1279桐渕　利次 桐渕　利次 平 3. 5. 1眼   診療所
     　岡崎266 岡崎市羽根西１－７－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250210,267,2 医療法人　渡辺皮フ科〒444-0071 0564-23-8005医療法人渡辺皮フ科　渡辺　智久 平23. 4. 1皮   アレ 診療所
     　岡崎267 岡崎市稲熊町字２－１８－１ 常　勤:    1理事長　渡辺　智久 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251210,268,0 医療法人志貴医院 〒444-0858 0564-53-1485医療法人志貴医院　理志貴　一仁 平 3. 5. 1内   他   小  診療所
     　岡崎268 岡崎市上六名４－７－１ 常　勤:    1事長　志貴　一仁 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252210,271,4 かとう内科 〒444-0078 0564-25-2120加藤　泰治 加藤　泰治 平 3. 8. 1内   小   アレ診療所
     　岡崎271 岡崎市伊賀新町３５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253210,274,8 医療法人ごとう内科 〒444-0015 0564-25-4650医療法人ごとう内科　後藤　敏之 平 3.10. 1内   循   アレ診療所
     　岡崎274 岡崎市中町６ー３ー１ 常　勤:    1理事長　後藤　敏之 小   リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254210,276,3 医療法人松下クリニッ〒444-0802 0564-53-0770医療法人松下クリニッ松下　克己 平 4. 4. 1内   小   胃  診療所
     　岡崎276 ク 岡崎市美合町平地６４ 常　勤:    1ク　理事長　松下　克 循   リハ 現存
     (医       1)己 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255210,279,7 山中産婦人科 〒444-0015 0564-21-8014山中　昭二 山中　昭二 平 4. 9.18一般        10診療所
     　岡崎279 岡崎市中町６－２－１１ 常　勤:    2 産婦 現存
     (医       2) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256210,280,5 ところ内科 〒444-2137 0564-28-2880所　究 所　究 平 4.10. 1内   小   診療所
     　岡崎280 岡崎市薮田２－２－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257210,281,3 せきやクリニック 〒444-2121 0564-26-0303医療法人せきやクリニ関谷　龍広 平 4.10. 1産婦 診療所
     　岡崎281 岡崎市鴨田町広元２４７ 常　勤:    2ック　理事長　関谷　 現存
     (医       2)龍広 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2258210,284,7 山本耳鼻咽喉科 〒444-0046 0564-21-0359医療法人山本　理事長山本　肇 平 5. 1. 1耳   気食 診療所
     　岡崎284 岡崎市連尺通１－１６ 常　勤:    1　山本　肇 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259210,287,0 医療法人川島小児科水〒444-0869 0564-21-0339医療法人川島小児科水水野　周久 平 5. 7. 1小   アレ 診療所
     　岡崎287 野医院 岡崎市明大寺町出口１０ 常　勤:    1野医院　理事長　水野 組織変更 現存
     (医       1)　周久 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260210,289,6 寺岡クリニック 〒444-0203 0564-58-2500寺岡　正晴 寺岡　正晴 平 5. 8. 1脳外 外   整外診療所
     　岡崎289 岡崎市井内町風見５３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261210,291,2 宮地医院 〒444-0075 0564-21-2992宮地　厚雄 宮地　厚雄 平 5. 9. 1内   小   呼  診療所
     　岡崎291 岡崎市伊賀町南郷中１９ 常　勤:    2 交代 循   消   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262210,293,8 松下内科 〒444-0864 0564-58-2615松下　茂樹 松下　茂樹 平 5.10. 1内   消   循  診療所
     　岡崎293 岡崎市明大寺町井池下２５－２ 常　勤:    2 新規 呼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263210,295,3 医療法人小出クリニッ〒444-0205 0564-54-5601医療法人小出クリニッ小出　信澄 平 5.10. 1内   他   小  診療所
     　岡崎295 ク 岡崎市牧御堂町油田５８－１ 常　勤:    2ク　理事長　小出　義 組織変更 皮   現存
     (医       2)信 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264210,296,1 玄クリニック 〒444-0834 0564-58-3080杉浦　玄 杉浦　玄 平 6. 1. 1内   他   小  診療所
     　岡崎296 岡崎市柱町東荒子２１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265210,298,7 玉木内科 〒444-0843 0564-55-8882玉木　伸一郎 玉木　伸一郎 平 6. 2. 1内   胃   循  診療所
     　岡崎298 岡崎市江口２－４－８ 常　勤:    2 新規 呼   小   リハ現存
     (医       1) 平30. 2. 1放   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266210,299,5 医療法人加藤医院 〒444-2146 0564-45-2054医療法人加藤医院　理加藤　健也 平 6. 4. 1内   小   リハ診療所
     　岡崎299 岡崎市東蔵前町犬飼２１ 常　勤:    1事長　加藤　健也 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267210,300,1 医療法人平幸内科クリ〒444-0862 0564-26-3711医療法人平幸内科クリ平岩　明和 平 6. 4. 1内   消   循  診療所
     　岡崎300 ニック 岡崎市吹矢町９０ 常　勤:    2ニック　理事長　平岩 組織変更 呼   アレ 小  現存
     (医       2)　明和 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2268210,301,9 小島眼科クリニック 〒444-0034 0564-25-5155小島　徳郎 小島　徳郎 平 6. 5. 1一般         3診療所
     　岡崎301 岡崎市十王町１－４０ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269210,303,5 粟屋医院 〒444-2122 0564-21-3656粟屋　雅就 粟屋　雅就 平 6. 6. 1内   呼   眼  診療所
     　岡崎303 岡崎市鴨田本町２１ー７ 常　勤:    2 交代 耳   小   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270210,304,3 中田医院 〒444-0943 0564-31-2728中田　耕一 中田　耕一 平 6. 9. 1内   小   外  診療所
     　岡崎304 岡崎市矢作町北河原１０ 常　勤:    2 交代 消   整外 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271210,307,6 医療法人小森内科クリ〒444-0873 0564-55-1514医療法人小森内科クリ小森　保生 平 6.10. 1内   他   小  診療所
     　岡崎307 ニック 岡崎市竜美台１ー３ー２０ 常　勤:    1ニック　理事長　小森 組織変更 現存
     (医       1)　保生 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272210,308,4 医療法人川部医院 〒444-0806 0564-55-3300医療法人川部医院　理川部　哲也 平 6.10. 1内   皮   小  診療所
     　岡崎308 岡崎市緑丘３－１－２６ 常　勤:    2事長　川部　哲也 組織変更 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273210,310,0 医療法人大浜医院 〒444-0062 0564-21-0743医療法人大浜医院　理大浜　寿博 平 7. 1. 1内   外   診療所
     　岡崎310 岡崎市松本町１－９１ 常　勤:    1事長　大浜　寿博 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274210,312,6 野田整形外科クリニッ〒444-0931 0564-31-8808野田　美彦 野田　美彦 平 7. 4. 1整外 リハ 外  診療所
     　岡崎312 ク 岡崎市大和町西島５１－１８ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275210,313,4 吉田医院 〒444-0905 0564-31-5110吉田　貴 吉田　貴 平 7. 4. 1内   小   診療所
     　岡崎313 岡崎市宇頭町向山５７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276210,316,7 足立眼科 〒444-0076 0564-22-0219足立憲彦 足立　憲彦 平 7.10. 1眼   診療所
     　岡崎316 岡崎市井田町池田４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277210,318,3 天野耳鼻咽候科 〒444-0816 0564-51-8741天野　光人 天野　光人 平 8. 4. 1耳   気食 診療所
     　岡崎318 岡崎市羽根町大池１５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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 2278210,319,1 医療法人藤友会城南整〒444-0202 0564-54-6686医療法人藤友会城南整長谷川　秀彦 平 8. 4. 1整外 小   リウ診療所
     　岡崎319 形外科 岡崎市宮地町柳畑４７－１ 常　勤:    1形外科　理事長　長谷 新規 リハ 現存
     (医       1)川　秀彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279210,320,9 医療法人志貴こどもク〒444-0833 0564-58-1361医療法人志貴こどもク志貴　祐二 平 8. 4. 1小   診療所
     　岡崎320 リニック 岡崎市柱曙１－１０－１５ 常　勤:    1リニック　理事長　志 組織変更 現存
     (医       1)貴　祐二 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280210,321,7 医療法人さいとう皮膚〒444-0833 0564-54-6300医療法人さいとう皮膚齋藤　文夫 平 8. 4. 1皮   小   診療所
     　岡崎321 科 岡崎市柱曙２－８－５ 常　勤:    1科　理事長　齋藤　文 組織変更 現存
     (医       1)夫 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281210,323,3 にいのみ小児科 〒444-0943 0564-31-5230新家　雪彦 新家　雪彦 平 8. 4. 1小   診療所
     　岡崎323 岡崎市矢作町西林寺１１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282210,324,1 医療法人岸本クリニッ〒444-2137 0564-25-2501医療法人岸本クリニッ岸本　若彦 平 8. 4. 1外   整外 内  診療所
     　岡崎324 ク 岡崎市藪田１ー１９ー１４ 常　勤:    1ク　理事長　岸本　若 組織変更 リハ 消   小  現存
     (医       1)彦 平29. 4. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283210,325,8 北斗病院 〒444-2148 0564-66-2811医療法人愛整会　理事内田　達男 平15. 4. 1一般        90病院
     　岡崎325 岡崎市仁木町川越１７－３３ 常　勤:   10長　齋藤　好道 移動 療養       180現存
     (医      10) 平27. 4. 1整外 リウ リハ
     非常勤:   41 内   他   呼内
     (医      41) 神内 外   皮  
     アレ 脳外 形外
     麻   呼外 
     消内、循内、脳
     神内、血内、胸
     外、乳外、糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284210,328,2 医療法人神谷内科 〒444-0871 0564-24-2881医療法人神谷内科　理神谷　直三 平 8.10. 1内   胃   診療所
     　岡崎328 岡崎市大西１－１７－１１ 常　勤:    3事長　神谷　直三 組織変更 現存
     (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285210,333,2 医療法人羽栗会羽栗病〒444-3514 0564-48-2005医療法人羽栗会　理事粟生　洋 平 9. 4. 1精神       100病院
     　岡崎333 院 岡崎市羽栗町田中２６、２７、３常　勤:    2長　粟生　洋 組織変更 内   精   神  現存
     ０番合併地 (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
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 2286210,334,0 北野桝塚診療所 〒444-0951 0564-34-1001医療法人平静心会　理野田　浩子 平 9. 4. 1皮   診療所
     　岡崎334 岡崎市北野町二番訳７５ー１ 常　勤:    1事長　野田　浩子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287210,335,7 酒井皮ふ科 〒444-0943 0564-32-9929酒井　正雄 酒井　正雄 平 9. 5. 1皮   診療所
     　岡崎335 岡崎市矢作町尊所９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288210,337,3 山中クリニック 〒444-0071 0564-27-1919山中　豊太 山中　豊太 平 9. 7. 1内   胃   外  診療所
     　岡崎337 岡崎市稲熊町５－１３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289210,338,1 医療法人水上眼科耳鼻〒444-0941 0564-33-2111医療法人水上眼科耳鼻水上　千佳司 平 9. 7. 1眼   耳い 小  診療所
     　岡崎338 咽喉科 岡崎市暮戸町南川畔４３－５ 常　勤:    3咽喉科　理事長　水上 組織変更 現存
     (医       3)　寿江 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290210,339,9 医療法人おおくぼ整形〒444-0804 0564-55-8686医療法人おおくぼ整形大久保　和彦 平 9. 7. 1整外 リハ 診療所
     　岡崎339 外科 岡崎市美合町生田１０８ 常　勤:    1外科　理事長　大久保 組織変更 現存
     (医       1)　和彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291210,340,7 医療法人大朋会岡崎共〒444-0813 0564-55-0660医療法人大朋会　理事森島　正宏 平 9. 8. 1療養       190病院
     　岡崎340 立病院 岡崎市羽根町中田６４－１ 常　勤:    3長　重盛　忠誠 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       3) 平24. 8. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292210,342,3 オハラ医院 〒444-0007 0564-21-6308小原　淳 小原　淳 平 9. 9. 1内   小   診療所
     　岡崎342 岡崎市大平町建石２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293210,343,1 しばた医院 〒444-0076 0564-24-6688医療法人常磐会　理事柴田　恭志 平 9.10. 1内   小   外  診療所
     　岡崎343 岡崎市井田町１－８５－２ 常　勤:    2長　柴田　恭志 組織変更 整外 皮   アレ現存
     (医       2) 平24.10. 1形外 胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294210,344,9 内科・消化器科ゆうク〒444-0845 0564-58-5311齋藤　祐一郎 齋藤　祐一郎 平 9.11. 1内   消   診療所
     　岡崎344 リニック 岡崎市六名南１－４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295210,345,6 ませぎ整形外科 〒444-3507 0564-27-8088柵木　晃 柵木　晃 平 9.12. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎345 岡崎市本宿台１－１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 2296210,347,2 小林医院 〒444-0839 0564-51-4076小林　文博 小林　文博 平10. 1. 1内   呼   胃  診療所
     　岡崎347 岡崎市羽根西新町２－１４ 常　勤:    3 交代 循   小   リウ現存
     (医       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297210,348,0 柿沼クリニツク 〒444-0241 0564-58-2727柿沼　善弘 柿沼　善弘 平10. 4. 1循   内   小  診療所
     　岡崎348 岡崎市赤渋町田中３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298210,349,8 伊藤医院 〒444-0216 0564-43-2678伊藤　昌之 伊藤　昌之 平10. 4. 1内   循   小  診療所
     　岡崎349 岡崎市定国町郷外６・７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299210,351,4 医療法人永坂内科医院〒444-0813 0564-51-1511医療法人永坂内科医院永坂　博彦 平10. 4. 1内   呼   胃  診療所
     　岡崎351 岡崎市羽根町若宮１３ 常　勤:    1　理事長　永坂　博彦 組織変更 消   循   小  現存
     (医       1) 平28. 4. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300210,354,8 りゅう市役所北　内科〒444-0038 0564-21-0013医療法人大原内科医院小澤　竜三 平29. 1. 1内   他   リハ診療所
     　岡崎354 ・リハビリ科 岡崎市伝馬通５－５２ 常　勤:    1　理事長　小澤　竜三 移動 小   現存
     (医       1) 平29. 1. 1他は脳神経内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301210,355,5 医療法人藤友会城南リ〒444-0226 0564-43-5581医療法人藤友会　理事正木　健一 平11. 1. 1脳外 整外 リハ診療所
     　岡崎355 ハビリクリニック 岡崎市中島町藤屋１５－１ 常　勤:    1長　長谷川　秀彦 新規 内   外   リウ現存
     (医       1) 平29. 1. 1皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302210,356,3 医療法人　岩瀬医院 〒444-0825 0564-51-9036医療法人岩瀬医院　理岩瀨　敬紀 平11. 1. 1内   他   小  診療所
     　岡崎356 岡崎市福岡町新町５５ 常　勤:    2事長　岩瀨　敬紀 組織変更 胃内、循内 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303210,357,1 医療法人久和会東大友〒444-0903 0564-32-4333医療法人久和会　理事石川　富久 平11. 1. 1内   循   診療所
     　岡崎357 内科 岡崎市東大友町郷東２７－１ 常　勤:    2長　石川　富久 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304210,358,9 恒川内科クリニック 〒444-0823 0564-57-8080恒川　純 恒川　純 平11. 3. 1内   循   診療所
     　岡崎358 岡崎市上地５－２２－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305210,359,7 みしま医院 〒444-0044 0564-21-1648三嶋　敦 三嶋　敦 平12. 8. 7ひ   皮   性  診療所
     　岡崎359 岡崎市康生通南１－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 8. 7



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   265 頁

 2306210,360,5 耳鼻咽喉科気管食道科〒444-0044 0564-21-1340山本　寧彦 山本　寧彦 平11. 3.15一般         4診療所
     　岡崎360 康生医院 岡崎市康生通南３－３５ 常　勤:    1 交代 耳   気食 小  現存
     (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307210,361,3 みやした眼科 〒444-0864 0564-57-8166宮下　和子 宮下　和子 平11. 8. 1眼   診療所
     　岡崎361 岡崎市明大寺町寺東９－１大竹南常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308210,366,2 新海医院 〒444-0053 0564-21-0023新海　晃一 新海　晃一 平12.11. 1内   小   診療所
     　岡崎366 岡崎市板屋町１０５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309210,367,0 たなむらクリニック 〒444-0044 0564-65-1456田那村　收 田那村　收 平12.11. 1呼   胃   内  診療所
     　岡崎367 岡崎市康生通南２－２０－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310210,372,0 にしおかざきクリニッ〒444-0946 0564-33-7575鈴木　朗 鈴木　朗 平13.11. 1内   循   リハ診療所
     　岡崎372 ク 岡崎市富永町福塚７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311210,373,8 上地内科クリニック 〒444-0823 0564-72-5610伊藤　潔 伊藤　潔 平14. 4. 1内   診療所
     　岡崎373 岡崎市上地２－４７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312210,375,3 中野耳鼻咽喉科 〒444-0051 0564-22-0261中野　靖子 中野　靖子 平27. 5. 1耳い 診療所
     　岡崎375 岡崎市本町通３－６９ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313210,378,7 おの医院 〒444-2117 0564-28-8888小野　正善 小野　正善 平14.10. 1内   循   小  診療所
     　岡崎378 岡崎市百々西町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314210,380,3 船川医院 〒444-0864 0564-51-1897船川　武俊 船川　武俊 平15. 1. 6内   消   小  診療所
     　岡崎380 岡崎市明大寺町長泉８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315210,382,9 別府外科 〒444-2121 0564-22-4139別府　和重 別府　和重 平15. 3. 1外   整外 呼  診療所
     　岡崎382 岡崎市鴨田町広元２１ 常　勤:    2 交代 消   循   こう現存
     (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316210,384,5 おばた皮ふ科 〒444-2135 0564-25-5239医療法人おばた皮ふ科小幡　桃子 平17. 3. 1皮   診療所
     　岡崎384 岡崎市大門３－２０－１３ 常　勤:    2　理事長　小幡　桃子 移動 現存
     (医       2) 平29. 3. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   266 頁

 2317210,385,2 医療法人葵　葵セント〒444-0836 0564-53-7815医療法人葵　理事長　堀江　勝智 平15. 4. 1一般        30病院
     　岡崎385 ラル病院 岡崎市中田町４－５ 常　勤:    4筒井　修一 組織変更 内   他   神内現存
     (医       4) 平27. 4. 1呼内 放   
     非常勤:   16 腎内、透内、消
     (医      16) 内、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318210,386,0 岡崎整形外科 〒444-3174 0564-25-2511医療法人愛整会　理事齋藤　正敏 平15. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎386 岡崎市真伝町魂場６２－１ 常　勤:    1長　齋藤　好道 新規 内   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319210,388,6 おおはらマタニティク〒444-0008 0564-21-1585大原　聡 大原　聡 平15. 5. 1一般        12診療所
     　岡崎388 リニック 岡崎市洞町西浦８－１ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320210,389,4 医療法人葵　葵クリニ〒444-0938 0564-33-3400医療法人葵　理事長　植田　拓也 平15. 8. 1内   他   診療所
     　岡崎389 ック西岡崎 岡崎市昭和町北浦１ 常　勤:    1筒井　修一 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321210,392,8 医療法人　犬塚耳鼻咽〒444-2136 0564-26-3314医療法人犬塚耳鼻咽喉犬塚　一男 平16. 1. 1耳い 他   診療所
     　岡崎392 喉科 岡崎市上里１－２－１５ 常　勤:    2科　理事長　犬塚　一 組織変更 現存
     (医       1)男 平28. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322210,393,6 かとう整形外科 〒444-0852 0564-55-1177医療法人藤幸会　理事加藤　武史 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎393 岡崎市南明大寺町８－４ 常　勤:    1長　加藤　武史 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323210,394,4 島田耳鼻咽喉科 〒444-0072 0564-21-3387島田　純一郎 島田　純一郎 平16. 1. 1耳い 診療所
     　岡崎394 岡崎市六供町２－１－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324210,397,7 亀井皮フ科ぬまたクリ〒444-0813 0564-53-1128沼田　時男 沼田　時男 平16. 5. 1皮   小   診療所
     　岡崎397 ニック 岡崎市羽根町若宮２４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325210,398,5 橋本皮膚科 〒444-0044 0564-22-3497医療法人橋本皮膚科　橋本　紘 平16. 5. 1皮   診療所
     　岡崎398 岡崎市康生通南１－１６ 常　勤:    1理事長　橋本　紘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 2326210,399,3 ハートクリニック神田〒444-0008 0564-65-8182神田　裕文 神田　裕文 平16. 7. 1他   診療所
     　岡崎399 岡崎市洞町西浦６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327210,401,7 むつみ耳鼻咽喉科 〒444-0203 0564-72-2320医療法人ゆたか会　理松下　隆 平17. 1. 1耳い アレ 診療所
     　岡崎401 岡崎市井内町手保７ 常　勤:    1事長　松下　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328210,403,3 あおばクリニック 〒444-0823 0564-71-6777金井　高広 金井　高広 平22. 8.12心内 精   診療所
     　岡崎403 岡崎市上地３－４９－３ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 8.12
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329210,404,1 佐野眼科医院 〒444-0032 0564-21-4909佐野　泰史 佐野　泰史 平17.11. 9眼   診療所
     　岡崎404 岡崎市門前町１－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330210,405,8 坂堂医院 〒444-0056 0564-21-6156坂堂　正生 坂堂　正生 平17. 3.16耳い 診療所
     　岡崎405 岡崎市福寿町１－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331210,406,6 竜美ヶ丘小児科 〒444-0874 0564-53-3777鈴木　研史 鈴木　研史 平17. 5. 1小   診療所
     　岡崎406 岡崎市竜美南３－３－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332210,407,4 かごた公園メンタルク〒444-0041 0564-21-6696田中　茂 田中　茂 平17.10. 1精   心内 内  診療所
     　岡崎407 リニック 岡崎市籠田町１１蜂須賀ビル２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333210,408,2 のびのびこどもクリニ〒444-0008 0564-28-7272医療法人のびのびこど村松　明子 平17.10. 1小   診療所
     　岡崎408 ック 岡崎市洞町西浦２０－２ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　村松　明子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334210,410,8 医療法人山本　耳鼻咽〒444-0817 0564-71-6767医療法人山本　理事長山本　潤 平17.11. 1耳い アレ 診療所
     　岡崎410 喉科ｊクリニック 岡崎市不吹町６－５ 常　勤:    1　山本　肇 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2335210,412,4 医療法人葵美合クリニ〒444-0802 0564-59-0207医療法人葵　理事長　祖父江　文男 平17.11. 1内   診療所
     　岡崎412 ック 岡崎市美合町天白１０７－１ 常　勤:    1筒井　修一 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336210,413,2 医療法人　星野クリニ〒444-3622 0564-82-3007医療法人星野クリニッ星野　晃 平10. 7. 1内   神内 皮  診療所
     　岡崎413 ック 岡崎市樫山町新居野５６－５ 常　勤:    2ク　理事長　星野　晃 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337210,414,0 岡崎市額田北部診療所〒444-3435 0564-84-2026岡崎市長　内田　康宏小久保　晃伸 平18. 1. 1内   診療所
     　岡崎414 岡崎市桜形町東田１２－１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338210,415,7 岡崎市額田宮崎診療所〒444-3611 0564-83-2320岡崎市長　内田　康宏山田　智之 平18. 1. 1内   診療所
     　岡崎415 岡崎市宮崎町荒井沢西３０ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339210,416,5 みなとクリニック 〒444-3526 0564-59-3737安西　幸治 安西　幸治 平18. 2. 1内   小   呼  診療所
     　岡崎416 岡崎市蓑川新町２－１３－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340210,417,3 西澤整形外科クリニッ〒444-0821 0564-58-2438西澤　活史 西澤　活史 平18. 7. 1整外 外   リハ診療所
     　岡崎417 ク 岡崎市庄司田１－１５－８ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341210,418,1 若山内科 〒444-0046 0564-23-2102若山　英雄 若山　英雄 平22. 8. 1内   他   アレ診療所
     　岡崎418 岡崎市連尺通３－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342210,419,9 上地整形外科クリニッ〒444-0823 0564-55-0880医療法人英和会　理事岩附　英史 平19. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　岡崎419 ク 岡崎市上地１－３７－１５ 常　勤:    1長　岩附　英史 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343210,420,7 田那村産婦人科 〒444-0044 0564-23-8161田那村　淳 田那村　淳 平18.12.28一般        10診療所
     　岡崎420 岡崎市康生通南２－２３－５ 常　勤:    2 交代 産婦 内   現存
     (医       2) 平24.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344210,421,5 緑丘アイクリニック 〒444-0806 0564-71-7711医療法人緑丘アイクリ武田　啓政 平19. 1. 1眼   診療所
     　岡崎421 岡崎市緑丘２－８－７ 常　勤:    1ニック　理事長　武田 組織変更 現存
     (医       1)　啓政 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2345210,422,3 野鳥の森皮フ科クリニ〒444-0877 0564-72-7555赤松　眞木 赤松　眞木 平19. 4. 1皮   アレ 診療所
     　岡崎422 ック 岡崎市竜美旭町１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346210,424,9 須田クリニック 〒444-2122 0564-23-8011医療法人勝洲会　理事須田　勝久 平26. 5.19内   呼内 アレ診療所
     　岡崎424 岡崎市鴨田本町１８－１２ 常　勤:    2長　須田　勝久 移動 他   皮   現存
     (医       2) 平26. 5.19循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347210,425,6 おにづか内科クリニッ〒444-0932 0564-34-1383医療法人天愛会　理事鬼塚　俊夫 平19. 4. 1内   消   リハ診療所
     　岡崎425 ク 岡崎市筒針町池田１５０－４ 常　勤:    1長　鬼塚　俊夫 組織変更 小   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348210,428,0 長谷川医院 〒444-0078 0564-23-1871長谷川　雅一 長谷川　雅一 平20. 1. 1内   循   皮  診療所
     　岡崎428 岡崎市伊賀新町１４－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349210,430,6 三崎町うえじ耳鼻咽喉〒444-0853 0564-54-2833石田　正人 石田　正人 平20. 3. 1耳い 診療所
     　岡崎430 科 岡崎市三崎町７－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350210,431,4 柴田胃腸科・内科 〒444-0864 0564-51-1938石川　小百合 石川　小百合 平20. 3. 1胃   内   診療所
     　岡崎431 岡崎市明大寺町奈良井３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351210,432,2 岡崎南上地眼科クリニ〒444-0823 0564-73-3005鬼頭　和裕 鬼頭　和裕 平20. 5. 1眼   診療所
     　岡崎432 ック 岡崎市上地２－１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352210,433,0 竜美ヶ丘スキンクリニ〒444-0863 0564-65-8711橋本　隆 橋本　隆 平20. 5. 1皮   形外 診療所
     　岡崎433 ック 岡崎市東明大寺町１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353210,438,9 なでしこ内科クリニッ〒444-2121 0564-66-1717升川　浩子 升川　浩子 平20.11. 1内   他   診療所
     　岡崎438 ク 岡崎市鴨田町広元１７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354210,441,3 ともキッズクリニック〒444-0206 0564-71-1700医療法人糸洲医院　理糸洲　朝久 平21. 1. 1小   診療所
     　岡崎441 岡崎市法性寺町郷前６３ 常　勤:    1事長　糸洲　朝久 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
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 2355210,442,1 田井整形外科クリニッ〒444-3173 0564-46-1332田井　俊明 田井　俊明 平21. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎442 ク 岡崎市滝町外浦１２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356210,443,9 おくやしきクリニック〒444-0244 0564-57-5353永田　英生 永田　英生 平21. 4. 1内   他   外  診療所
     　岡崎443 岡崎市下青野町奥屋敷３９ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平27. 4. 1糖内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357210,444,7 たかレディースクリニ〒444-0823 0564-55-4103医療法人孝栄会　理事鈴木　孝信 平21. 4. 1一般        13診療所
     　岡崎444 ック 岡崎市上地１－５－８ 常　勤:    1長　鈴木　孝信 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358210,445,4 すずき眼科クリニック〒444-2136 0564-65-3001鈴木　善久 鈴木　善久 平21. 5. 1眼   診療所
     　岡崎445 岡崎市上里１－１１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359210,446,2 鈴木クリニック 〒444-0001 0564-22-4141鈴木　定 鈴木　定 平21. 6. 1内   リウ 診療所
     　岡崎446 岡崎市箱柳町泉１１９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360210,448,8 医療法人　潤クリニッ〒444-0071 0564-65-8341医療法人潤クリニック加藤　潤二 平21.10. 1内   他   リハ診療所
     　岡崎448 ク 岡崎市稲熊町１－１４６－１ 常　勤:    1　理事長　加藤　潤二 組織変更 外   小   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361210,449,6 はまな整形外科クリニ〒444-0008 0564-66-0700医療法人はまな整形外濱名　俊彰 平21.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎449 ック 岡崎市洞町西浦５－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　濱名　俊彰 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362210,450,4 天野整形外科クリニッ〒444-0853 0564-55-6877天野　泰憲 天野　泰憲 平21.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　岡崎450 ク 岡崎市三崎町８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363210,452,0 アイクリニックおかざ〒444-0069 0564-26-1815今野　慎一郎 今野　慎一郎 平28. 3. 1眼   診療所
     　岡崎452 き 岡崎市井田新町１－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364210,453,8 こじまファミリークリ〒444-0902 0564-32-8852小島　泰樹 小島　泰樹 平22. 1. 1内   他   外  診療所
     　岡崎453 ニック 岡崎市舳越町宮前１７－１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2365210,455,3 中西整形外科 〒444-2137 0564-22-1112医療法人中西整形外科中西　啓介 平22. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　岡崎455 岡崎市薮田２－１１－１１ 常　勤:    1　理事長　中西　啓介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366210,456,1 高木外科内科医院 〒444-0008 0564-66-0008高木　輝秀 高木　輝秀 平22. 2. 1脳外 外   内  診療所
     　岡崎456 岡崎市洞町東前田２７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367210,457,9 奥田眼科クリニック 〒444-0008 0564-26-2220奥田　正俊 奥田　正俊 平22. 2. 1一般         2診療所
     　岡崎457 岡崎市洞町東前田２８－１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368210,458,7 エンジェルベルホスピ〒444-0067 0564-66-0050医療法人葵鐘会　理事吉田　憲生 平24.11. 1一般        33病院
     (211,458,2) タル 岡崎市錦町５－１ 常　勤:    3長　山下　守 その他 産   婦   小  現存
     　岡崎458 (医       2) 平24.11. 1他   歯   
     (薬       1) 婦人科（不妊治
     非常勤:   63 療）
     (医      61)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369210,459,5 ふじ耳鼻科クリニック〒444-0011 0564-65-3336藤竹　英機 藤竹　英機 平22. 6. 1耳い 他   アレ診療所
     　岡崎459 岡崎市欠町地蔵前４－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 6. 1小耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370210,460,3 上六名こどもクリニッ〒444-0858 0564-72-6278蒲池　吉朗 蒲池　吉朗 平22. 6. 1小   アレ 診療所
     　岡崎460 ク 岡崎市上六名３－９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371210,461,1 日名南おおはまクリニ〒444-0915 0564-65-8222医療法人仁佑会　理事大浜　仁也 平22. 7. 1内   他   診療所
     　岡崎461 ック 岡崎市日名南町１７－４ウィル松常　勤:    1長　大浜　仁也 組織変更 現存
     屋１０１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372210,462,9 ともファミリークリニ〒444-0211 0564-83-8869医療法人糸洲医院　理牛田　肇 平22.10. 1眼   小   診療所
     　岡崎462 ック 岡崎市野畑町土手５－１ 常　勤:    1事長　糸洲　朝久 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373210,463,7 谷口クリニック 〒444-0226 0564-57-7801谷口　正仁 谷口　正仁 平23. 5. 1内   他   診療所
     　岡崎463 岡崎市中島町住吉西３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   272 頁

 2374210,464,5 医療法人小出クリニッ〒444-0242 0564-54-3636医療法人小出クリニッ小出　義博 平23. 5. 1眼   診療所
     　岡崎464 ク　小出アイクリニッ岡崎市中之郷町北米野３２ 常　勤:    1ク　理事長　小出　義 新規 現存
     ク (医       1)信 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375210,465,2 医療法人　葵　日名透〒444-0918 0564-65-5777医療法人　葵　理事長成田　幸夫 平23. 5. 1他   診療所
     　岡崎465 析クリニック 岡崎市日名中町１－３６ 常　勤:    1　筒井　修一 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376210,468,6 ならい心療内科 〒444-0864 0564-71-1515医療法人ひまわり　理竹内　敏行 平23. 7. 1精   心内 診療所
     　岡崎468 岡崎市明大寺町沖折戸１－３ 常　勤:    1事長　竹内　敏行 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377210,470,2 しいの木こどもクリニ〒444-2134 0564-25-1112西村　光敏 西村　光敏 平23.10. 1小   診療所
     　岡崎470 ック 岡崎市大樹寺２－７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378210,471,0 あさだ耳鼻咽喉科クリ〒444-0902 0564-32-8741医療法人あさだ耳鼻咽浅田　貴康 平23.10. 1耳い 他   アレ診療所
     　岡崎471 ニック 岡崎市舳越町宮前１８－１ 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　浅田　貴康 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379210,472,8 いわせこどもクリニッ〒444-0944 0564-64-1800岩瀬　将信 岩瀬　将信 平23.11. 1小   アレ 診療所
     　岡崎472 ク 岡崎市北本郷町川田４１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380210,473,6 石原クリニック 〒444-0076 0564-22-2167医療法人エバーコンフ石原　均 平25. 3. 1内   他   診療所
     　岡崎473 岡崎市井田町３－９１－４５ 常　勤:    2ォート　理事長　石原 移動 現存
     (医       2)　均 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381210,474,4 サイトウ正クリニツク〒444-0851 0564-58-8511齋藤　吉人 齋藤　吉人 平24. 1. 1内   他   小  診療所
     　岡崎474 岡崎市久後崎町郷東３２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382210,475,1 岡崎駅はるさきクリニ〒444-0827 0564-64-1100医療法人ひまわり　理段野　哲也 平24. 2. 1精   心内 診療所
     　岡崎475 ック 岡崎市針崎町東カンジ６７－８ 常　勤:    1事長　竹内　敏行 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2383210,477,7 岡崎市医師会公衆衛生〒444-0875 0564-52-1572一般社団法人岡崎市医山田　珠樹 平24. 4. 1内   小   外  診療所
     　岡崎477 センター 岡崎市竜美西１－９－１ 常　勤:    3師会　会長　小森　保 新規 耳い 放   現存
     (医       3)生 平30. 4. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384210,478,5 岡崎市医師会はるさき〒444-0827 0564-55-1120一般社団法人岡崎市医山下　純一 平24. 4. 1内   外   放  診療所
     　岡崎478 健診センター 岡崎市針崎町春咲１－３ 常　勤:    6師会　会長　小森　保 新規 現存
     (医       6)生 平30. 4. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385210,480,1 医療法人　生寿会　岡〒444-2134 0564-28-0560医療法人生寿会　理事佐々木　昌一 平29. 3.13他   診療所
     　岡崎480 崎北クリニック 岡崎市大樹寺２－１０－１ 常　勤:    1長　亀井　克典 移動 他は人工透析内現存
     (医       1) 平29. 3.13科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386210,481,9 細井医院 〒444-0825 0564-51-1325細井　郁芳 細井　郁芳 平24. 6. 1ひ   内   皮  診療所
     　岡崎481 岡崎市福岡町菱田７２ 常　勤:    2 交代 外   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387210,482,7 大堀クリニック 〒444-0905 0564-31-3688医療法人秀士會　理事大堀　久 平24. 8. 1整外 他   麻  診療所
     　岡崎482 岡崎市宇頭町狐田８８－２ 常　勤:    1長　大堀　久 組織変更 リハ 外   皮  現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388210,484,3 医療法人　山本整形外〒444-0214 0564-57-5080医療法人山本整形外科山本　晴彦 平25. 7. 1整外 外   リウ診療所
     　岡崎484 科 岡崎市国正町下川田６－１ 常　勤:    1　理事長　山本　晴彦 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389210,485,0 六名クリニック 〒444-0856 0564-55-6711梶山　真 梶山　真 平25.10. 1内   他   診療所
     　岡崎485 岡崎市六名３－３－８ 常　勤:    1 新規 循環器内科、心現存
     (医       1) 平25.10. 1臓・血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390210,486,8 橋本記念眼科 〒444-0853 0564-53-9904米今　由美子 米今　由美子 平25.10. 1眼   診療所
     　岡崎486 岡崎市三崎町８－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2391210,487,6 あおぞら在宅クリニッ〒444-0009 0564-23-1110医療法人あおぞら在宅大嶋　義之 平26. 3. 1リハ 整外 内  診療所
     　岡崎487 ク 岡崎市小呂町１－５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (医       1)大嶋　義之 平26. 3. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392210,488,4 吉村医院 〒444-0834 0564-51-1895田中　寧子 田中　寧子 平26. 1. 1一般        14診療所
     　岡崎488 岡崎市柱町東荒子１２３ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393210,489,2 上野泌尿器科皮膚科医〒444-0915 0564-26-1126上野　陽一郎 上野　陽一郎 平26. 4. 1ひ   皮   形外診療所
     　岡崎489 院 岡崎市日名南町８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394210,491,8 岡崎メイツ腎・睡眠ク〒444-0071 0564-23-8511医療法人社団三遠メデ大原　啓示 平26.10. 1一般        19診療所
     　岡崎491 リニック 岡崎市稲熊町２－８６ 常　勤:    2ィメイツ　理事長　小 その他 内   他   現存
     (医       2)池　茂文 平26.10. 1腎臓内科、透析
     非常勤:   12 内科
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395210,493,4 ほしの眼科 〒444-0912 0564-28-1411医療法人ほしの眼科　星野　元宏 平27.10.13眼   診療所
     　岡崎493 岡崎市井田西町２－５ 常　勤:    1理事長　星野　元宏 移動 現存
     (医       1) 平27.10.13
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396210,494,2 中尾医院 〒444-0834 0564-51-0018中尾　洋子 中尾　洋子 平26. 8. 1内   小   診療所
     　岡崎494 岡崎市柱町東荒子４－９６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397210,495,9 さんじファミリークリ〒444-0038 0564-65-3330三治　宏司 三治　宏司 平26. 9. 1内   呼内 小  診療所
     　岡崎495 ニック 岡崎市伝馬通４－５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2398210,496,7 フェアリーベルクリニ〒444-0226 0564-57-7001医療法人葵鐘会　理事前田　洋一 平26. 9. 1一般 診療所
     　岡崎496 ック 岡崎市中島町鮫田１２ 常　勤:    2長　山下　守 新規     一般    19現存
     (医       2) 平26. 9. 1産   婦   小  
     非常勤:   60
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399210,498,3 うちぼり医院 〒444-0005 0564-57-8131医療法人うちぼり医院内堀　充敏 平26.11. 1整外 リハ 内  診療所
     　岡崎498 岡崎市岡町方便１－２２ 常　勤:    1　理事長　内堀　充敏 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400210,499,1 岡崎駅前クリニック 〒444-0813 0564-83-6667医療法人岡崎駅前クリ鈴木　裕太郎 平26.11. 1心内 内   他  診療所
     　岡崎499 岡崎市羽根町東荒子３８－１ｆ．常　勤:    1ニック　理事長　鈴木 組織変更 精   呼内 アレ現存
     ａ．ｓ．ビル１階 (医       1)　裕太郎 平26.11. 1漢方内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401210,500,6 菅整形外科・内科クリ〒444-0079 0564-24-2828医療法人菅整形外科・菅　巖 平27. 1. 1整外 内   リハ診療所
     　岡崎500 ニック 岡崎市石神町３－１３ 常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 他   現存
     (医       2)長　菅　巖 平27. 1. 1糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402210,501,4 クリニック大倉 〒444-0071 0564-65-7240大倉　良仁 大倉　良仁 平27. 4. 1内   他   診療所
     　岡崎501 岡崎市稲熊町１－３７－１ 常　勤:    1 新規 糖内、腎内 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403210,502,2 いしかわ内科クリニッ〒444-0202 0564-54-8887医療法人誠石会　理事石川　聡 平27. 4. 1内   他   小  診療所
     　岡崎502 ク 岡崎市宮地町柳畑３７－１ 常　勤:    1長　石川　聡 組織変更 腎臓内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404210,503,0 じんぐうじクリニック〒444-0212 0564-58-7778医療法人じんぐうじク小原　嘉昭 平27. 4. 1内   小   他  診療所
     　岡崎503 岡崎市下和田町神宮司６６－１ 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 消化器内科、内現存
     (医       1)原　嘉昭 平27. 4. 1視鏡内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405210,504,8 鍋田眼科医院 〒444-0226 0564-43-2046医療法人史正会　理事鍋田　裕司 平27. 7. 1一般 診療所
     　岡崎504 岡崎市中島町本町２０ 常　勤:    1長　鍋田　裕司 組織変更     一般     7現存
     (医       1) 平27. 7. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406210,506,3 戸崎町眼科クリニック〒444-0840 0564-71-5545西澤　明 西澤　明 平27. 9. 1眼   診療所
     　岡崎506 岡崎市戸崎町外山３８－５イオン常　勤:    1 交代 現存
     モール岡崎３階 (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2407210,507,1 矢田内科循環器科 〒444-0951 0564-32-3739矢田　税 矢田　税 平27. 9. 1内   小   他  診療所
     　岡崎507 岡崎市北野町樫ノ木２１ 常　勤:    2 交代 循環器内科 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408210,508,9 宮川ホームケアクリニ〒444-0802 0564-64-4000医療法人ゆずり葉会　宮川　尚之 平27.10. 1内   精   診療所
     　岡崎508 ック 岡崎市美合町下長根２０－６ 常　勤:    1理事長　宮川　尚之 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409210,509,7 村山医院 〒444-0224 0564-43-2027医療法人村山医院　理村山　憲 平27.11. 2内   小   循  診療所
     　岡崎509 岡崎市中島中町４－１－１ 常　勤:    1事長　村山　憲 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410210,510,5 岡田眼科医院 〒444-0847 0564-53-2800髙井　佳子 髙井　佳子 平28. 1. 1眼   診療所
     　岡崎510 岡崎市六名東町２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411210,511,3 あおい在宅クリニック〒444-0073 0564-65-2775田口　栄一 田口　栄一 平28. 2. 1内   神内 診療所
     　岡崎511 岡崎市能見通１－７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412210,512,1 愛知県三河青い鳥医療〒444-0002 0564-64-7980社会福祉法人恩賜財団越知　信彦 平28. 4. 1一般       113病院
     (211,512,6) 療育センター 岡崎市高隆寺町小屋場９－３ 常　勤:    9済生会支部　愛知県済 交代 整外 小   精  現存
     　岡崎512 (医       8)生会支部長　加藤　欽 平28. 4. 1ひ   歯   リハ
     (歯       1)一 耳い 内   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413210,513,9 医療法人　曙会　あけ〒444-0802 0564-57-1511医療法人曙会　理事長神取　祥和 平28. 6. 1心内 診療所
     　岡崎513 ぼのクリニック 岡崎市美合町平端２４－３５ 常　勤:    1　神取　祥和 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414210,514,7 おかざきよろず心のク〒444-0875 0564-64-6616岩崎　寿史 岩崎　寿史 平28. 6. 1他   心内 精  診療所
     　岡崎514 リニック 岡崎市竜美西２－１－１７ 常　勤:    1 新規 他は、児童精神現存
     (医       1) 平28. 6. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415210,516,2 むつみ内科 〒444-0204 0564-59-0022医療法人博鵬会　むつ浅田　博章 平28.11. 1内   他   診療所
     　岡崎516 岡崎市土井町柳ケ坪１９－１ 常　勤:    1み内科　理事長　浅田 組織変更 他は腎臓内科 現存
     (医       1)　博章 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2416210,517,0 カミヤ医院 〒444-0943 0564-31-3376神谷　昌宏 神谷　昌宏 平28.12. 2内   他   小  診療所
     　岡崎517 岡崎市矢作町赤池２９ 常　勤:    1 交代 他は胃腸内科 現存
     (医       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417210,518,8 福田泌尿器科・皮膚科〒444-0854 0564-58-6711福田　勝洋 福田　勝洋 平29. 2. 1ひ   皮   診療所
     　岡崎518 医院 岡崎市六名本町１３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418210,519,6 岡崎アイクリニック 〒444-2134 0564-73-8816医療法人メディカルワ栗原　英史 平29. 3. 1眼   診療所
     　岡崎519 岡崎市大樹寺１－１－１１ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 組織変更 現存
     (医       1)史 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419210,520,4 岡崎市こども発達医療〒444-0011 0564-73-0241岡崎市長　内田　康宏中村　みほ 平29. 4. 1小   精   リハ診療所
     　岡崎520 センター 岡崎市欠町清水田６－４ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420210,521,2 花田こどもクリニック〒444-3174 0564-28-2400医療法人花田こどもク花田　直樹 平29. 4. 1小   診療所
     　岡崎521 岡崎市真伝町続木屋敷５－６ 常　勤:    1リニック　理事長　花 組織変更 現存
     (医       1)田　直樹 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421210,522,0 三浦内科クリニック 〒444-0874 0564-57-8500医療法人小森内科クリ三浦　誠司 平29. 8. 1内   他   診療所
     　岡崎522 岡崎市竜美南３－４－１ 常　勤:    1ニック　理事長　小森 新規 他は循環器内科現存
     (医       1)　保生 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422210,523,8 わかまつ町皮ふ科 〒444-0826 0564-55-9912加藤　陽一 加藤　陽一 平30. 1. 1皮   アレ 診療所
     　岡崎523 岡崎市若松町西荒子３０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423210,524,6 冨田病院 〒444-3505 0564-48-2431医療法人木南舎　理事冨田　裕 平30. 3. 1一般 病院
     　岡崎524 岡崎市本宿町南中町３２ 常　勤:    2長　冨田　裕 組織変更     一般    48現存
     (医       2) 平30. 3. 1内   神内 整外
     非常勤:   47 リハ 他   呼内
     (医      47) 脳外 ひ   
     消外、糖内、循
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2424210,525,3 てんま糖尿病・甲状腺〒444-0033 0564-77-5873石川　孝太 石川　孝太 平30. 5. 1内   他   診療所
     　岡崎525 内科 岡崎市久右ヱ門町１－２６ 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425210,526,1 緑の森こどもクリニッ〒444-0823 0564-57-2710医療法人　笑山凱風会山森　紀美子 平30. 4. 1小   精   診療所
     　岡崎526 ク 岡崎市上地２－１９－７ 常　勤:    3　理事長　山森　紀美 組織変更 現存
     (医       3)子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426210,527,9 みうらクリニック岩津〒444-2144 0564-66-8787医療法人ＭＩＲＡＩ　三浦　眞之祐 平30. 5. 1内   他   診療所
     　岡崎527 岡崎市岩津町於御所１７２ 常　勤:    1理事長　三浦　由雄 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427210,528,7 ＡＲＴクリニック　み〒444-2134 0564-24-9293医療法人みらい　代表村田　泰隆 平30. 4. 2婦   診療所
     　岡崎528 らい 岡崎市大樹寺２－２－２ 常　勤:    2取締役　村田　泰隆 組織変更 婦人科（不妊治現存
     (医       2) 平30. 4. 2療・生殖医療）
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428210,529,5 ふるた耳鼻咽喉科 〒444-0840 0564-55-6688古田　亜紀子 古田　亜紀子 平30. 6. 1耳い 診療所
     　岡崎529 岡崎市戸崎町屋敷１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429220,001,3 総合大雄会病院 〒491-0036 0586-72-1211社会医療法人　大雄会今井　秀 昭41. 5. 1一般       379地域支援
     (221,001,8) 一宮市桜１－９－９ 常　勤:  100　理事長　伊藤　伸一 内   他   呼内病院
     　一宮1 (医      93) 平29. 5. 1神内 放   小  現存
     (歯       7) 外   呼外 形外
     非常勤:   59 ひ   耳い 眼  
     (医      59) 整外 脳外 皮  
     麻   精   心内
     歯   歯外 リハ
     病理 産婦 
     循内、消内、内
     分泌・糖内、血
     内、消外、心臓
     、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2430220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 0586-71-1911一宮市長　中野　正康松浦　昭雄 昭35. 7.27一般       556地域支援
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 常　勤:  137 結核        18病院
     　一宮36 (医     133) 平29. 7.27一般（感染） 現存
     (歯       4)              6
     非常勤:   91 内   神内 他  
     (医      88) 呼内 小   外  
     (歯       3) 心外 脳外 整外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     麻   歯外 呼外
     病理 リウ 
     消内、循内、血
     外、放診、放治
     、糖・分泌内、
     血内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431220,118,5 森内科 〒491-0858 0586-71-8054森　明 森　明 平12.10. 1内   小   診療所
     　一宮118 一宮市栄２－５－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432220,130,0 いまむら病院 〒491-0053 0586-73-8141医療法人有俊会　理事今村　洋史 昭48. 6. 1精神       260病院
     　一宮130 一宮市今伊勢町本神戸無量寺東１常　勤:    7長　今村　洋史 精   神   心内現存
     ７ (医       6) 平30. 6. 1内   
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433220,134,2 大雄会第一病院 〒491-0025 0586-72-1211社会医療法人　大雄会伊藤　伸一 平 8. 5. 7一般       132病院
     　一宮134 一宮市羽衣１－６－１２ 常　勤:   19　理事長　伊藤　伸一 移動 内   放   ひ  現存
     (医      19) 平29. 5. 7形外 産婦 眼  
     非常勤:   44 他   
     (医      44) 血外、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434220,138,3 一宮市休日・夜間急病〒491-0076 0586-71-1911一宮市長　中野　正康伊藤　宏樹 平22. 6. 6内   小   外  診療所
     　一宮138 診療所 一宮市貴船町３－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 6. 6
     非常勤:  354
     (医     159)
     (薬     195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435220,141,7 吉田内科医院 〒491-0912 0586-45-3404吉田　正義 吉田　正義 昭50. 2. 7内   小   診療所
     　一宮141 一宮市新生２－１５－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 7
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 2436220,164,9 医療法人山下病院 〒491-0913 0586-45-4511医療法人山下病院　理片山　信 昭54. 4. 1一般        99病院
     　一宮164 一宮市中町１－３－５ 常　勤:   17事長　服部　昌志 内   消   外  現存
     (医      17) 平30. 4. 1麻   
     非常勤:   35
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437220,165,6 西脇医院 〒491-0871 0586-77-4622西脇　正 西脇　正 昭54. 8. 1内   小   皮  診療所
     　一宮165 一宮市浅野馬東３６ 常　勤:    2 他   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438220,170,6 小野木外科 〒491-0804 0586-77-5721小野木　宏 小野木　宏 昭55. 8. 1一般        16診療所
     　一宮170 一宮市千秋町佐野字工高前４６－常　勤:    1 内   呼   胃  現存
     １ (医       1) 平28. 8. 1循   小   外  
     整外 皮   ひ  
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439220,184,7 柴田皮膚科 〒491-0859 0586-73-2186柴田　正之 柴田　正之 昭59. 5. 1形外 美外 皮  診療所
     　一宮184 一宮市本町２－３－１９ 常　勤:    1 ひ   アレ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440220,193,8 足立産婦人科 〒491-0858 0586-24-0522足立　昌彦 足立　昌彦 昭61.10.18一般         7診療所
     　一宮193 一宮市栄１－３－４ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441220,202,7 医療法人尾張健友会千〒491-0815 0586-77-0012医療法人尾張健友会　北島　勝仁 昭62. 4. 1一般       198病院
     (221,202,2) 秋病院 一宮市千秋町塩尻山王１ 常　勤:   22理事長　朝井　哲二 療養        96現存
     　一宮202 (医      20) 平29. 4. 1内   小   外  
     (歯       2) 整外 皮   眼  
     非常勤:   50 リハ 放   リウ
     (医      50) こう ひ   歯  
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442220,204,3 医療法人糖友会野村内〒491-0837 0586-24-0350医療法人糖友会　理事野村　敦 昭62. 4. 1内   小   他  診療所
     　一宮204 科 一宮市多加木３－４－３ 常　勤:    1長　野村　敦 消内、循内、糖現存
     (医       1) 平29. 4. 1内、腎内（透析
     非常勤:   10 ）
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443220,205,0 医療法人恵仁会一宮整〒491-0032 0586-72-0030医療法人恵仁会　理事酒井　敏光 昭62. 4. 1一般        19診療所
     　一宮205 形外科 一宮市下沼町４－８ 常　勤:    2長　酒井　敏光 内   整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1放   リウ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   281 頁

 2444220,208,4 朝宮加藤医院 〒491-0354 0586-68-0005加藤　文明 加藤　文明 昭62. 8. 1内   皮   診療所
     　一宮208 一宮市萩原町朝宮産明神１－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445220,210,0 野村医院 〒491-0852 0586-72-2464野村　直孝 野村　直孝 昭62.11.14内   消   外  診療所
     　一宮210 一宮市大志１－９－２８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446220,211,8 ささい小児科 〒491-0816 0586-76-5232笹井　和雄 笹井　和雄 昭63. 4. 1小   診療所
     　一宮211 一宮市千秋町浅野羽根北裏８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447220,212,6 上林記念病院 〒491-0201 0586-61-0110社会医療法人杏嶺会　山田　尚登 昭63. 4. 1精神       194病院
     　一宮212 一宮市奥町下口西８９－１ 常　勤:   20理事長　上林　弘和 療養       197現存
     (医      20) 平30. 4. 1一般        60
     非常勤:   21 精   心内 神内
     (医      21) 内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448220,218,3 医療法人義恵会坂田内〒491-0015 0586-71-3488医療法人義恵会　理事坂田　義一 平元. 4. 1内   胃   小  診療所
     　一宮218 科 一宮市大赤見神明東８ 常　勤:    1長　坂田　義一 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449220,219,1 医療法人矢ケ崎眼科医〒491-0851 0586-71-2050医療法人矢ケ崎眼科医矢ケ﨑　克哉 平元. 4. 1一般    診療所
     　一宮219 院 一宮市大江１－６－２３ 常　勤:    1院　理事長　矢ケ崎　 眼   現存
     (医       1)克哉 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450220,221,7 医療法人雄仁会　石黒〒491-0052 0586-71-1496医療法人雄仁会　理事石黒　裕規 平25. 5. 1内   他   診療所
     　一宮221 クリニック 一宮市今伊勢町新神戸九反野６２常　勤:    2長　石黒　裕規 移動 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451220,222,5 医療法人木芽会平谷小〒491-0918 0586-45-2588医療法人木芽会　理事平谷　俊樹 平元. 4. 1小   診療所
     　一宮222 児科 一宮市末広３－９－１ 常　勤:    1長　平谷　俊樹 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452220,223,3 医療法人宏正会　ひら〒491-0035 0586-71-3833医療法人宏正会　理事平松　正行 平27. 5. 1小   アレ 内  診療所
     　一宮223 まつ小児クリニック 一宮市大浜２－２－１８ 常　勤:    2長　平松　正行 移動 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2453220,224,1 杉山脳神経外科 〒491-0911 0586-45-1250杉山　治茂 杉山　治茂 平元. 5. 1外   整外 脳外診療所
     　一宮224 一宮市野口１－１４－１６ 常　勤:    1 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454220,225,8 森クリニック 〒491-0859 0586-24-6531森　俊憲 森　俊憲 平元. 7. 1精   神内 神  診療所
     　一宮225 一宮市本町４－２１－２７ 常　勤:    1 心内 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455220,226,6 医療法人本田耳鼻咽喉〒491-0904 0586-46-1595医療法人本田耳鼻咽喉本田　哲朗 平元. 7. 1耳   他   診療所
     　一宮226 科医院 一宮市神山１－１－７ 常　勤:    1科医院　理事長　本田 小耳い 現存
     (医       1)　哲朗 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456220,227,4 医療法人大山医院 〒491-0015 0586-73-3853医療法人大山医院　理大山　泉 平 2. 4. 1内   胃   外  診療所
     　一宮227 一宮市大赤見八幡西５ 常　勤:    1事長　大山　泉 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457220,230,8 医療法人秋桜会真清田〒491-0043 0586-24-0311医療法人秋桜会　理事纐纈　雅明 平元. 7. 1内   循   胃  診療所
     　一宮230 クリニック 一宮市真清田２－４－１９ 常　勤:    2長　纐纈　雅明 外   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458220,231,6 医療法人黒田皮フ科 〒491-0028 0586-71-5137医療法人黒田皮フ科　黒田　潤 平元. 7. 1皮   他   アレ診療所
     　一宮231 一宮市朝日３－３－１６ 常　勤:    1理事長　黒田　潤 美皮 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459220,235,7 医療法人清心会大久保〒491-0024 0586-72-8891医療法人清心会大久保大久保　清 平元.11. 1内   胃   外  診療所
     　一宮235 外科 一宮市富士１－８－１８ 常　勤:    1外科　理事長　大久保 皮ひ こう 放  現存
     (医       1)　清 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460220,236,5 医療法人香風会こだま〒491-0858 0586-71-1270医療法人香風会こだま児玉　佳久 平24.12. 1内   他   小  診療所
     　一宮236 内科クリニック 一宮市栄４－１－１ 常　勤:    1内科クリニック　理事 移動 リハ 現存
     (医       1)長　児玉　佳久 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461220,237,3 医療法人岩田整形外科〒491-0868 0586-73-3234医療法人岩田整形外科岩田　佳久 平 2. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　一宮237 医院 一宮市向山南１－７－１８ 常　勤:    1医院　理事長　岩田　 現存
     (医       1)佳久 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462220,238,1 森整形外科 〒491-0871 0586-76-9200森　龍太郎 森　龍太郎 平 2. 2. 1一般        19診療所
     　一宮238 一宮市浅野南之川４５ 常　勤:    1 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2463220,239,9 医療法人来光会尾洲病〒491-0104 0586-51-5522医療法人来光会　理事脇田　久 平 2. 3. 1療養       131病院
     　一宮239 院 一宮市浅井町小日比野新太３７ 常　勤:    5長　脇田　久 内   呼   消  現存
     (医       5) 平29. 3. 1循   小   外  
     非常勤:   15 こう 耳   リハ
     (医      15) 放   眼   皮  
     整外 リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464220,240,7 医療法人　かすがい内〒491-0925 0586-44-5311医療法人　かすがい内春日井　博美 平28. 5. 8内   小   診療所
     　一宮240 科 一宮市大和町南高井宮腰１ 常　勤:    1科　理事長　春日井　 移動 現存
     (医       1)博美 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465220,241,5 医療法人　加藤レディ〒491-0352 0586-68-1011医療法人加藤レディス加藤　祥人 平 2. 5. 1一般        10診療所
     　一宮241 スクリニック 一宮市萩原町富田方八剱１２－２常　勤:    1クリニック　理事長　 産婦 現存
     (医       1)加藤　祥人 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466220,242,3 医療法人はらだ内科ク〒491-0201 0586-62-4857医療法人はらだ内科ク原田　昌俊 平11. 3. 3内   消   循  診療所
     　一宮242 リニック 一宮市奥町南目草１４ 常　勤:    1リニック　理事長　原 移動 小   アレ 現存
     (医       1)田　昌俊 平29. 3. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467220,243,1 医療法人米本医院 〒491-0918 0586-45-4355医療法人米本医院　理米本　貴行 平 2. 9. 1内   小   他  診療所
     　一宮243 一宮市末広３－８－１４ 常　勤:    1事長　米本　貴行 循内 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468220,244,9 藤本耳鼻咽喉科医院 〒491-0851 0586-72-3450医療法人藤本耳鼻咽喉藤本　喬 平 2. 9. 1耳い 小   診療所
     　一宮244 一宮市大江３－７－１０ 常　勤:    2科医院　理事長　藤本 現存
     (医       2)　喬 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469220,246,4 医療法人豊潤会松浦眼〒491-0858 0586-71-2375医療法人豊潤会　理事松浦　雅子 平 5. 9. 6一般        19診療所
     　一宮246 科医院 一宮市栄２－１２－１４ 常　勤:    2長　松浦　正司 移動 眼   麻   現存
     (医       2) 平29. 9. 6
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470220,249,8 医療法人白寿会杉田内〒491-0124 0586-24-1241医療法人白寿会杉田内杉田　寿信 平 3.10. 1内   胃   循  診療所
     　一宮249 科 一宮市佐千原二ツ塚２２ 常　勤:    1科　理事長　杉田　寿 現存
     (医       1)信 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471220,250,6 柳田皮フ科 〒491-0044 0586-73-1521柳田　邦治 柳田　邦治 平30. 2. 1皮   診療所
     　一宮250 一宮市大宮３－５－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
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 2472220,251,4 医療法人萩友会　今川〒491-0354 0586-69-2092医療法人萩友会　理事今川　卓一郎 平 4. 1. 1内   他   診療所
     　一宮251 内科 一宮市萩原町朝宮茶園３７ 常　勤:    1長　今川　卓一郎 他は糖尿病・代現存
     (医       1) 平28. 1. 1謝・内分泌内科
     非常勤:    1 、消化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473220,254,8 むらせクリニック 〒491-0831 0586-23-1818村瀬　圭吾 村瀬　圭吾 平 4.10. 1内   消   循  診療所
     　一宮254 一宮市森本３－１１－１ 常　勤:    1 小   呼外 リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474220,256,3 大和南クリニック 〒491-0924 0586-44-2700医療法人佳心会　理事堀　昭彦 平 5. 1. 1内   外   小  診療所
     　一宮256 一宮市大和町於保上次２２ 常　勤:    1長　堀　昭彦 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475220,258,9 医療法人薔風会加藤ク〒491-0903 0586-44-6688医療法人薔風会加藤ク加藤　紀之 平 5. 4. 1内   呼   循  診療所
     　一宮258 リニック 一宮市八幡４－７－２８ 常　勤:    2リニック　理事長　加 外   現存
     (医       2)藤　紀之 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476220,259,7 加固内科クリニック 〒491-0854 0586-72-2425加固　俊男 加固　俊男 平 5. 8. 1内   循   診療所
     　一宮259 一宮市北園通６－６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477220,260,5 宮地内科医院 〒491-0036 0586-73-3032宮地　育郎 宮地　育郎 平 6. 1. 1内   胃   小  診療所
     　一宮260 一宮市桜３－１－１１ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478220,263,9 森中央クリニック 〒491-0362 0586-68-5355森　健次 森　健次 平 6. 8. 1胃   外   整外診療所
     　一宮263 一宮市萩原町西宮重東光堂１８ 常　勤:    1 新規 リハ 小   心内現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479220,264,7 渡辺外科 〒491-0905 0586-45-3400医療法人優心会　理事渡邉　敦 平23. 1. 1外   内   整外診療所
     　一宮264 一宮市平和３－４－１ 常　勤:    1長　渡邉　敦 移動 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480220,267,0 整形外科　仲西医院 〒491-0922 0586-43-7811仲西　輝夫 仲西　輝夫 平 7. 8. 1整外 内   リハ診療所
     　一宮267 一宮市大和町妙興寺北浦宮地１－常　勤:    1 新規 外   現存
     １ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2481220,270,4 医療法人中村整形外科〒491-0045 0586-71-2828医療法人中村整形外科中村　博司 平 8. 1. 1外   整外 リハ診療所
     　一宮270 一宮市音羽２－４－１６ 常　勤:    1　理事長　中村　博司 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482220,271,2 医療法人大嶋皮膚科 〒491-0914 0586-44-5702医療法人大嶋皮膚科　大嶋　恵子 平 8. 1. 1皮   診療所
     　一宮271 一宮市花池４－１３－３ 常　勤:    1理事長　大嶋　恵子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483220,272,0 酒井内科 〒491-0353 0586-69-7321酒井　隆 酒井　隆 平 8. 4. 1内   消   小  診療所
     　一宮272 一宮市萩原町萩原替土４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484220,273,8 医療法人水上眼科 〒491-0912 0586-45-6746医療法人水上眼科　理水上　寧彦 平 8. 4. 1一般         5診療所
     　一宮273 一宮市新生２－４－１５ 常　勤:    1事長　水上　寧彦 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485220,276,1 浅井森医院 〒491-0112 0586-78-0411森　繁 森　繁 平 9. 1. 1内   小   胃  診療所
     　一宮276 一宮市浅井町東浅井６０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486220,277,9 木村医院 〒491-0903 0586-45-7528木村　治 木村　治 平 9. 1. 1消   内   小  診療所
     　一宮277 一宮市八幡１－６－６ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487220,281,1 くまざわ医院 〒491-0001 0586-53-1860熊澤　平次 熊澤　平次 平 9.10. 1内   胃   外  診療所
     　一宮281 一宮市瀬部漆山２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488220,282,9 あさのこどもクリニッ〒491-0365 0586-67-1088浅野　恵子 浅野　恵子 平 9.11. 1小   内   診療所
     　一宮282 ク 一宮市萩原町西御堂社宮司２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489220,283,7 てしがわらレディスク〒491-0932 0586-43-7788医療法人てしがわらレ勅使河原　啓市 平10. 1. 1一般        12診療所
     　一宮283 リニック 一宮市大和町毛受浜田１８ 常　勤:    1ディスクリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)事長　勅使河原　啓市 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2490220,289,4 湯川クリニック 〒491-0125 0586-51-9500湯川　孝雄 湯川　孝雄 平10. 6. 1胃   内   小  診療所
     　一宮289 一宮市高田字向畑２４ 常　勤:    1 新規 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2491220,292,8 後藤小児科医院 〒491-0353 0586-68-0047後藤　典 後藤　典 平10. 8. 1小   内   診療所
     　一宮292 一宮市萩原町萩原１３２２ー１０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492220,293,6 中村メンタルクリニッ〒491-0858 0586-23-6856中村　哲也 中村　哲也 平10. 9. 1精   神   診療所
     　一宮293 ク 一宮市栄４－１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493220,294,4 どうけ内科クリニック〒491-0828 0586-75-1660道家　雄一 道家　雄一 平10.10. 1内   神内 他  診療所
     　一宮294 一宮市伝法寺１－１－８ 常　勤:    1 新規 アレ 皮   ひ  現存
     (医       1) 平28.10. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494220,295,1 丹羽眼科 〒491-0872 0586-76-8228丹羽　隆則 丹羽　隆則 平10.10. 1一般         2診療所
     　一宮295 一宮市平安１－４－２８ 常　勤:    1 新規 眼   アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495220,296,9 医療法人勝見耳鼻咽喉〒491-0852 0586-72-4807医療法人勝見耳鼻咽喉勝見　清子 平10.10. 1耳い 診療所
     　一宮296 科医院 一宮市大志１－８－２１ 常　勤:    1科医院　理事長　勝見 組織変更 現存
     (医       1)　清子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496220,297,7 磯村医院 〒491-0804 0586-81-0680医療法人育德会　理事磯村　豊司 平10.10. 1一般        15診療所
     　一宮297 一宮市千秋町佐野五反田２１ 常　勤:    3長　磯村　豊司 組織変更 療養         4現存
     (医       3) 平28.10. 1内   消   循  
     非常勤:    1 小   皮   ひ  
     (医       1) リハ 外   こう
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497220,299,3 いとう眼科 〒491-0113 0586-51-7233医療法人惇成会　理事伊藤　光枝 平11. 1. 1眼   診療所
     　一宮299 一宮市浅井町西浅井郷中２５－１常　勤:    1長　伊藤　光枝 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498220,300,9 後藤クリニック 〒491-0905 0586-47-0023後藤　まゆき 後藤　まゆき 平11. 5. 1耳い 形外 診療所
     　一宮300 一宮市平和３－６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499220,301,7 宮田クリニック 〒491-0135 0586-51-9393宮田　誠一 宮田　誠一 平11. 5. 1胃   外   内  診療所
     　一宮301 一宮市光明寺天王裏１０４ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2500220,303,3 医療法人高橋眼科 〒491-0859 0586-71-5181医療法人高橋眼科　理髙橋　研一 平11. 7. 1一般         8診療所
     　一宮303 一宮市本町１－３－９ 常　勤:    2事長　髙橋　禎二 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501220,306,6 木村クリニック 〒491-0078 0586-73-8818木村　忠広 木村　忠広 平12. 1. 1内   外   整外診療所
     　一宮306 一宮市松降通７－２２ 常　勤:    1 交代 放   リハ 皮  現存
     (医       1) 平30. 1. 1循   小   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502220,308,2 いくた内科クリニック〒491-0201 0586-64-1102医療法人社団いくた内生田　順也 平12. 4. 1内   小   アレ診療所
     　一宮308 一宮市奥町三出１０４－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 呼   胃   循  現存
     (医       1)　生田　順也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503220,310,8 神田後藤クリニック 〒493-0007 0586-84-2330後藤　至宏 後藤　至宏 平22. 7. 1脳外 整外 リハ診療所
     　一宮310 一宮市木曽川町外割田芳池１８９常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504220,313,2 医療法人　ふじなみ整〒491-0934 0586-43-7777医療法人ふじなみ整形藤浪　周一 平12.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮313 形外科 一宮市大和町苅安賀山王７２ 常　勤:    1外科　理事長　藤浪　 組織変更 小外 現存
     (医       1)周一 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505220,315,7 あさの内科クリニック〒491-0201 0586-63-3700浅野　潔 浅野　潔 平12.12. 1内   小   リハ診療所
     　一宮315 一宮市奥町剣光寺７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506220,316,5 嶋田メンタルクリニッ〒491-0904 0586-47-7555嶋田　和茂 嶋田　和茂 平13. 1. 1神   精   診療所
     　一宮316 ク 一宮市神山１－１０－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507220,317,3 とみつかクリニック 〒491-0123 0586-53-3130押谷　葉子 押谷　葉子 平13. 4. 1内   胃   心内診療所
     　一宮317 一宮市富塚寸畑４ 常　勤:    1 新規 循   精   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508220,318,1 医療法人岸内科 〒491-0871 0586-77-3991医療法人岸内科　理事岸　均 平13. 4. 1内   循   胃  診療所
     　一宮318 一宮市浅野古屋敷４９ 常　勤:    1長　岸　均 組織変更 小   皮   放  現存
     (医       1) 平25. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2509220,319,9 伴医院 〒491-0062 0586-72-8548伴　雅彦 伴　雅彦 平13. 6. 1内   消   リハ診療所
     　一宮319 一宮市西島町３－５３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510220,320,7 ふなはし眼科 〒491-0934 0586-46-2784医療法人瞳会　理事長舩橋　正員 平13. 7. 1一般         5診療所
     　一宮320 一宮市大和町苅安賀火口上５３ 常　勤:    2　舩橋　正員 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511220,321,5 金子産婦人科 〒491-0804 0586-75-0770金子　正博 金子　正博 平13. 8. 1産婦 診療所
     　一宮321 一宮市千秋町佐野六法寺３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512220,322,3 医療法人糖和会内科の〒491-0911 0586-45-8811医療法人糖和会　理事野々垣　尚彦 平13. 8. 1内   他   診療所
     　一宮322 のがき 一宮市野口１－９－７ 常　勤:    1長　野々垣　尚彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513220,323,1 きむら胃腸科・外科・〒491-0846 0586-28-8880木村　恵三 木村　恵三 平13.11. 1胃   外   内  診療所
     　一宮323 内科 一宮市牛野通４－３６－２ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514220,324,9 きし耳鼻いんこう科 〒491-0817 0586-75-7776岸　龍彦 岸　龍彦 平13.11. 1耳い アレ 小  診療所
     　一宮324 一宮市千秋町天摩北野１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515220,325,6 まびき整形外科 〒491-0931 0586-47-3933石井　良一 石井　良一 平13.11. 1整外 リハ リウ診療所
     　一宮325 一宮市大和町馬引郷未申２２４１常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516220,326,4 あさいクリニック 〒491-0057 0586-43-1053浅井　秀司 浅井　秀司 平29. 1.10他   外   内  診療所
     　一宮326 一宮市今伊勢町宮後宮代１１－１常　勤:    1 移動 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 1.10他は消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2517220,327,2 一宮西病院 〒494-0001 0586-48-0077社会医療法人杏嶺会　上林　弘和 平21.11.23一般       440病院
     　一宮327 一宮市開明平１ 常　勤:  135理事長　上林　弘和 移動 内   他   呼内現存
     (医     135) 平27.11.23神内 外   心外
     非常勤:   99 呼外 脳外 整外
     (医      99) 形外 眼   耳い
     小   産婦 皮  
     ひ   リハ 臨床
     病理 麻   精  
     消内、循内、内
     分泌・糖内、消
     外、こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518220,331,4 内科・小児科・耳鼻咽〒491-0036 0586-72-2719田中　彰 田中　彰 平14. 1. 1内   小   耳い診療所
     　一宮331 喉科　田中医院 一宮市桜２－２－１ 常　勤:    3 交代 アレ 現存
     (医       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519220,336,3 医療法人いつき会　い〒491-0932 0586-47-7005医療法人いつき会　理水谷　憲威 平14. 5. 1一般        11診療所
     　一宮336 つきクリニック一宮 一宮市大和町毛受辻畑４７－１ 非常勤:    4事長　佐藤　正樹 新規 療養         8現存
     (医       4) 平26. 5. 1内   小   循  
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520220,337,1 塩津内科 〒491-0037 0586-23-2311塩津　初壽 塩津　初壽 平14. 7. 1内   循   小  診療所
     　一宮337 一宮市貴船１－１１－９第２イト常　勤:    1 新規 現存
     キンビル１階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521220,338,9 野村眼科 〒491-0837 0586-23-0013野村　亮二 野村　亮二 平14. 7. 1眼   診療所
     　一宮338 一宮市多加木１－１９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522220,339,7 いとう整形外科 〒491-0113 0586-53-3787伊藤　正志 伊藤　正志 平14. 8. 1整外 内   リハ診療所
     　一宮339 一宮市浅井町西浅井郷西５１－１常　勤:    2 新規 リウ 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523220,341,3 丹陽クリニック 〒491-0822 0586-75-3455医療法人糖友会　理事秋田　裕子 平15. 1. 1内   小   呼内診療所
     　一宮341 一宮市丹陽町伝法寺上東畑１７５常　勤:    1長　野村　敦 新規 アレ 現存
     ３ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524220,343,9 岩田循環器クリニック〒491-0919 0586-45-1202医療法人豊城会　理事岩田　一城 平15. 5. 1内   循   小  診療所
     　一宮343 一宮市住吉１－２３－８ 常　勤:    1長　岩田　一城 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2525220,344,7 大雄会クリニック 〒491-8551 0586-72-1211社会医療法人大雄会　伊藤　康雄 平15.12. 1内   他   呼内診療所
     　一宮344 一宮市大江１－３－２ 常　勤:    7理事長　伊藤　伸一 新規 放   小   外  現存
     (医       7) 平27.12. 1呼外 心外 耳い
     非常勤:  103 眼   整外 脳外
     (医     103) 皮   精   心内
     神内 
     循内、消内、内
     分泌・糖内、血
     内、消外、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526220,348,8 稲垣医院 〒491-0114 0586-51-4321医療法人仁誠会　理事稲垣　英知 平16. 1. 1外   皮   ひ  診療所
     　一宮348 一宮市浅井町江森楼光寺１３ 常　勤:    2長　稲垣　英知 組織変更 内   消   整外現存
     (医       2) 平28. 1. 1こう 放   小  
     リハ 呼   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527220,349,6 セベ心療クリニック 〒491-0001 0586-52-0858医療法人直基会　理事脇田　茂樹 平28. 1. 4心内 精   他  診療所
     　一宮349 一宮市瀬部山伏６６－１ 常　勤:    1長　脇田　茂樹 移動 他は、漢方内科現存
     (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528220,351,2 かとうリウマチ整形外〒491-0925 0586-46-4970加藤　隆 加藤　隆 平16. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮351 科 一宮市大和町南高井字野間８９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529220,353,8 しみず内科クリニック〒491-0859 0586-72-3348清水　智雄 清水　智雄 平16.10. 1内   循   小  診療所
     　一宮353 一宮市本町４－２１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530220,354,6 医療法人　愛礼会　松〒491-0871 0586-81-7001医療法人愛礼会　理事松前　裕己 平29. 5. 1内   他   小  診療所
     　一宮354 前内科医院 一宮市浅野紅楳野５０－１ 常　勤:    2長　松前　裕己 移動 リハ 現存
     (医       2) 平29. 5. 1糖内、循内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531220,355,3 桜井クリニック 〒491-0851 0586-73-3790櫻井　義也 櫻井　義也 平17. 1. 1内   外   心内診療所
     　一宮355 一宮市大江１－６－１０ 常　勤:    1 交代 精   神   循  現存
     (医       1) 平29. 1. 1呼   皮   ひ  
     ※内科（在宅支
     援診療所）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2532220,362,9 医療法人泰玄会　泰玄〒494-0008 0586-61-2121医療法人泰玄会　理事多森　繁喜 昭48. 6. 1一般       133病院
     　一宮362 会病院 一宮市東五城備前１－１ 常　勤:   10長　宇佐美　覚 内   外   心外療養病床
     (医      10) 平30. 6. 1他   呼内 呼外現存
     非常勤:   56 皮   耳い 眼  
     (医      56) 整外 神内 リハ
     麻   形外 
     循内、消外、消
     内、腫外、腎内
     、血内、内分泌
     内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533220,366,0 安藤医院 〒494-0001 0586-61-3522安藤　充晴 安藤　充晴 昭59.12.22内   胃   外  診療所
     　一宮366 一宮市開明乾土３４－１ 常　勤:    1 皮ひ こう 現存
     (医       1) 平29.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534220,367,8 鈴木クリニック 〒494-0003 0586-61-3611鈴木　一世 鈴木　一世 昭54. 5. 1内   皮   診療所
     　一宮367 一宮市三条郷東藤３５－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535220,368,6 中島医院 〒494-0008 0586-62-1022中島　重哲 中島　重哲 昭56. 1. 1一般         8診療所
     　一宮368 一宮市東五城大平裏１４－１ 常　勤:    1 内   外   整外休止
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536220,369,4 入山医院 〒494-0007 0586-62-5410入山　等 入山　等 昭57. 2. 1内   小   診療所
     　一宮369 一宮市小信中島東鵜飼分４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537220,370,2 筧医院 〒494-0007 0586-62-5800筧　衛 筧　衛 昭57.10.24内   小   診療所
     　一宮370 一宮市小信中島北平口１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538220,371,0 森医院 〒494-0006 0586-62-5929森　晃基 森　晃基 昭61. 4. 1内   循   小  診療所
     　一宮371 一宮市起東茜屋８５ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539220,372,8 くまはら医院 〒494-0014 0586-69-1387熊原　正 熊原　正 平 3. 6. 1内   胃   診療所
     　一宮372 一宮市上祖父江新田５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2540220,374,4 野口内科 〒494-0003 0586-62-7888野口　良樹 野口　良樹 平 4. 8.18内   呼   胃  診療所
     　一宮374 一宮市三条郷南東３７－１ 常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平28. 8.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541220,375,1 中島整形外科クリニッ〒494-0018 0586-62-4767中島　明彦 中島　明彦 平 8. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　一宮375 ク 一宮市富田２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542220,376,9 医療法人後藤マタニテ〒494-0001 0586-62-7855医療法人後藤マタニテ後藤　孝 平 8. 7. 1一般        15診療所
     　一宮376 ィクリニック 一宮市開明蒲原２１ 常　勤:    1ィクリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　後藤　孝 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543220,379,3 かわむら内科循環器科〒494-0012 0586-69-8080河村　邦彦 河村　邦彦 平10. 4. 1内   循   診療所
     　一宮379 一宮市明地油屋前５２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544220,380,1 兵藤こどもクリニック〒494-0018 0586-64-1388兵藤　潤三 兵藤　潤三 平11. 5. 1小   アレ 診療所
     　一宮380 一宮市冨田南新田１５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545220,382,7 医療法人泰玄会　泰玄〒494-0007 0586-63-3200医療法人泰玄会　理事入谷　勇夫 平12.10. 1療養        81病院
     　一宮382 会西病院 一宮市小信中島郷中１０４ 常　勤:    1長　宇佐美　覚 新規 内   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546220,383,5 井上内科クリニック 〒494-0001 0586-64-0003医療法人翔樹会　理事井上　雅樹 平13. 1. 1一般        19診療所
     　一宮383 一宮市開明東沼８５ 常　勤:    3長　井上　雅樹 組織変更 内   外   小  現存
     (医       3) 平25. 1. 1他   皮   アレ
     非常勤:    5 リハ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547220,387,6 田中内科クリニック 〒494-0004 0586-63-4700田中　泉 田中　泉 平13.10. 1内   消   呼  診療所
     　一宮387 一宮市北今葭山１２－１ 常　勤:    1 新規 リハ 心内 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548220,388,4 眼科やがさき医院 〒494-0001 0586-61-8787医療法人眼科やがさき矢ヶ﨑　悌司 平14. 8. 1眼   診療所
     　一宮388 一宮市開明郷中６２－６ 常　勤:    1医院　理事長　矢ヶ﨑 組織変更 現存
     (医       1)　悌司 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2549220,389,2 太田内科クリニック 〒494-0004 0586-64-3223太田　博郷 太田　博郷 平14.10. 1内   消   小  診療所
     　一宮389 一宮市北今定納７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550220,392,6 開明クリニック 〒494-0001 0586-47-4133医療法人開明クリニッ安田　盛 平16.11. 1内   消   耳い診療所
     　一宮392 一宮市開明郷東３９ 常　勤:    2ク　理事長　安田　盛 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551220,394,2 おじお内科 〒493-0001 0586-87-3663小塩　昌洋 小塩　昌洋 昭51. 6. 1内   小   皮  診療所
     　一宮394 一宮市木曽川町黒田西町北３７－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552220,396,7 藤本整形外科 〒493-0002 0586-86-5171藤本　俊雄 藤本　俊雄 昭63. 8. 1内   整外 皮  診療所
     　一宮396 一宮市木曽川町門間沼墓２４７２常　勤:    1 リハ 現存
     －１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553220,398,3 浅井耳鼻咽喉科医院 〒493-0005 0586-86-5300浅井　栄司 浅井　栄司 平 3. 4. 1耳   気食 アレ診療所
     　一宮398 一宮市木曽川町里小牧清水５０ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554220,399,1 医療法人墨医院 〒493-0004 0586-87-2510医療法人墨医院　理事重村　元嗣 平 3. 7. 1内   胃   循  診療所
     　一宮399 一宮市木曽川町玉ノ井八尻１４５常　勤:    2長　重村　元嗣 小   リハ アレ現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555220,401,5 産婦人科はっとりクリ〒493-0001 0586-86-4364服部　公博 服部　公博 平10. 8. 1一般         7診療所
     　一宮401 ニック 一宮市木曽川町黒田中針口北ノ切常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ３７ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556220,403,1 医療法人さかたこども〒493-0005 0586-87-6822医療法人さかたこども坂田　顕文 平15. 1. 1小   診療所
     　一宮403 クリニック 一宮市木曽川町里小牧寺東１７７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －２ (医       1)坂田　顕文 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557220,404,9 医療法人こざわクリニ〒493-0001 0586-87-1119医療法人こざわクリニ小澤　洋 平15.11. 1内   胃   小  診療所
     　一宮404 ック 一宮市木曽川町黒田酉新田中ノ切常　勤:    1ック　理事長　小澤　 組織変更 現存
     ２０－２ (医       1)洋 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558220,407,2 宮本医院 〒491-0053 0586-73-6621宮本　洋通 宮本　洋通 平17. 7. 1内   循   診療所
     　一宮407 一宮市今伊勢町本神戸山王１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2559220,408,0 うしだ耳鼻咽喉科 〒491-0838 0586-25-8733牛田　淳 牛田　淳 平17. 4. 1耳い 小   アレ診療所
     　一宮408 一宮市猿海道１－２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560220,409,8 一宮市立木曽川市民病〒493-0001 0586-86-2173一宮市長　中野　正康大山　正己 平17. 4. 1一般        90病院
     　一宮409 院 一宮市木曽川町黒田北野黒１６５常　勤:    6 組織変更 療養        48現存
     (医       6) 平29. 4. 1内   他   外  
     非常勤:   16 整外 眼   リハ
     (医      16) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561220,412,2 つかはらレディースク〒491-0871 0586-81-8000医療法人慶心会　理事塚原　慎一郎 平17. 8. 1一般        18診療所
     　一宮412 リニック 一宮市浅野居森野７１－１ 常　勤:    2長　塚原　慎一郎 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562220,416,3 可世木耳鼻咽喉科 〒491-0121 0586-51-5466医療法人由葉会可世木可世木　由美子 平18. 1. 5耳い 気食 診療所
     　一宮416 一宮市島村六反田３ 常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)可世木　由美子 平30. 1. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563220,418,9 つだハートクリニック〒491-0922 0586-47-5600医療法人つだハートク津田　誠 平18. 1. 1内   循   小  診療所
     　一宮418 一宮市大和町妙興寺徳法寺浦２９常　勤:    1リニック　理事長　津 組織変更 リハ 現存
     －２ (医       1)田　誠 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564220,422,1 野田泌尿器科クリニッ〒494-0002 0586-43-6100野田　雅俊 野田　雅俊 平18. 6. 1ひ   内   診療所
     　一宮422 ク 一宮市篭屋３－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565220,425,4 いとう内科循環器科 〒494-0007 0586-61-3001伊藤　修 伊藤　修 平18.11. 1内   循   小  診療所
     　一宮425 一宮市小信中島南平口９４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566220,426,2 ともだクリニック 〒493-0001 0586-84-3777友田　隆 友田　隆 平18.12. 1内   消   小  診療所
     　一宮426 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り７常　勤:    2 新規 現存
     ７－１ (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567220,428,8 いしだ内科クリニック〒491-0051 0586-47-4111医療法人いしだ内科ク石田　明弘 平19. 1. 1内   循   小  診療所
     　一宮428 一宮市今伊勢町馬寄東瀬古６０－常　勤:    1リニック　理事長　石 組織変更 アレ 現存
     １ (医       1)田　明弘 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2568220,429,6 孝友クリニック 〒491-0013 0586-75-5559医療法人孝友会　理事浅井　貴裕 平19. 4. 1一般        19診療所
     　一宮429 一宮市北小渕道上５５－１ 常　勤:    3長　浅井　貴裕 新規 整外 リハ 皮  現存
     (医       3) 平25. 4. 1脳外 内   他  
     非常勤:   13 循内
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569220,430,4 可世木レディスクリニ〒491-0905 0586-47-7333可世木　博 可世木　博 平19. 4. 1婦   産   診療所
     　一宮430 ック 一宮市平和１－９－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570220,431,2 横井クリニック 〒494-0006 0586-62-1806医療法人横井クリニッ横井　靖忠 平19. 4. 1内   小   診療所
     　一宮431 一宮市起用水添４８－１ 常　勤:    1ク　理事長　横井　靖 組織変更 現存
     (医       1)忠 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571220,432,0 きし整形外科 〒491-0001 0586-51-7517医療法人緑陽会　理事岸　淸一 平19. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮432 一宮市瀬部大馬場８１－１ 常　勤:    1長　岸　淸一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572220,433,8 いそむらファミリーク〒491-0083 0586-72-7111医療法人いそむらファ磯村　幸範 平19. 5. 1内   小   他  診療所
     　一宮433 リニック 一宮市丹羽古屋敷７２－１ 常　勤:    3ミリーアソシエイツ　 組織変更 リウ 心内 精  現存
     (医       3)理事長　磯村　幸範 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573220,434,6 みづほクリニック 〒491-0101 0586-53-3777林　浩子 林　浩子 平19. 8. 1内   小   診療所
     　一宮434 一宮市浅井町尾関同者１３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574220,435,3 クリニックちあき 〒491-0811 0586-81-1160松山　敏 松山　敏 平20. 1. 1内   循   小  診療所
     　一宮435 一宮市千秋町加納馬場松下１４－常　勤:    2 新規 アレ 現存
     １ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575220,437,9 ささの整形外科 〒493-0005 0586-84-3301笹野　三郎 笹野　三郎 平20. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　一宮437 一宮市木曽川町里小牧寺東１７７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576220,438,7 アイ眼科クリニック 〒491-0051 0586-47-7158今井　仁 今井　仁 平20. 5. 1眼   診療所
     　一宮438 一宮市今伊勢町馬寄西切戸３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2577220,441,1 いまいせ心療センター〒491-0057 0586-45-2531社会医療法人杏嶺会　伊藤　隆夫 平20. 7. 1精神       156病院
     　一宮441 一宮市今伊勢町宮後郷中茶原３０常　勤:    3理事長　上林　弘和 交代 精   現存
     (医       3) 平26. 7. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578220,443,7 ひのクリニック 〒491-0859 0586-72-6363医療法人和康会　理事日野　篤 平20.11. 1整外 外   他  診療所
     　一宮443 一宮市本町３－８－１１ 常　勤:    1長　日野　篤 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579220,444,5 はしもと整形外科 〒494-0001 0586-61-0177橋本　幸以千 橋本　幸以千 平20.11. 1整外 診療所
     　一宮444 一宮市開明絹屋田４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580220,445,2 ひだの小児クリニック〒494-0001 0586-61-5587肥田野　洋 肥田野　洋 平21. 1. 1小   アレ 診療所
     　一宮445 一宮市開明蒲原３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581220,446,0 皮フ科内科よこたクリ〒493-0005 0586-86-8100横田　雅史 横田　雅史 平21. 2. 1皮   内   アレ診療所
     　一宮446 ニック 一宮市木曽川町里小牧寺東１７４常　勤:    2 新規 リウ 現存
     －２ (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582220,448,6 しがファミリークリニ〒491-0105 0586-78-6527志賀　敏彦 志賀　敏彦 平21. 4. 1内   小   呼内診療所
     　一宮448 ック 一宮市浅井町大日比野蛹野２０７常　勤:    1 交代 アレ 現存
     ７ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583220,449,4 高御堂内科 〒491-0053 0586-24-3030髙御堂　祥一郎 髙御堂　祥一郎 平21. 4. 1内   他   小  診療所
     　一宮449 一宮市今伊勢町本神戸東出９－１常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584220,450,2 医療法人聖恵会　やま〒491-0914 0586-44-0011医療法人聖恵会　理事山田　二三夫 平21. 4. 1内   外   他  診療所
     　一宮450 だクリニック 一宮市花池４－１６－２４ 常　勤:    1長　山田　二三夫 組織変更 乳腺外科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585220,451,0 尾西記念病院 〒494-0018 0586-62-2221社会医療法人杏嶺会　多羅尾　信 平21. 4. 1一般        96病院
     　一宮451 一宮市冨田宮東１７１８－１ 常　勤:   11理事長　上林　弘和 組織変更 療養        41現存
     (医      11) 平27. 4. 1内   他   呼内
     非常勤:   18 皮   リハ 外  
     (医      18) 脳外 整外 耳い
     眼   ひ   
     循内、消内、分
     泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2586220,452,8 ＹＵＫＩ皮フ科クリニ〒491-0002 0586-51-1380山田　有紀 山田　有紀 平21. 6. 1皮   内   形外診療所
     　一宮452 ック 一宮市時之島四ツ辻２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587220,453,6 たけうち眼科 〒493-0001 0586-87-3071竹内　久 竹内　久 平21. 7. 1眼   診療所
     　一宮453 一宮市木曽川町黒田南八ツヶ池２常　勤:    1 新規 現存
     ５－１イオンモール木曽川２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588220,455,1 くどう耳鼻咽喉科 〒491-0024 0586-25-0910工藤　真理子 工藤　真理子 平21. 9. 1耳い アレ 診療所
     　一宮455 一宮市富士２－９－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589220,456,9 つつい内科クリニック〒491-0914 0586-43-1711筒井　茂 筒井　茂 平21.10. 1内   他   アレ診療所
     　一宮456 一宮市花池２－１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590220,459,3 愛岐眼科 〒491-0105 0586-52-0600宮木　恭子 宮木　恭子 平22. 7. 1一般         8診療所
     　一宮459 一宮市浅井町大日比野清郷８５ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591220,460,1 のだこどもクリニック〒491-0871 0586-76-8686野田　映子 野田　映子 平22. 9. 1小   アレ 診療所
     　一宮460 一宮市浅野大曲り３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592220,461,9 医療法人厚恵会　瀬川〒491-0121 0586-51-3000医療法人厚恵会　理事瀬川　多恵子 平22. 9. 1内   小   診療所
     　一宮461 医院 一宮市島村下老光寺１ 常　勤:    1長　瀬川　多惠子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593220,462,7 たいようクリニック 〒494-0001 0586-46-7611医療法人六星会　理事佐藤　俊夫 平22.10. 1内   心内 精  診療所
     　一宮462 一宮市開明新田沼１１ 常　勤:    1長　佐藤　俊夫 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594220,463,5 いしぐろ内科 〒491-0859 0586-71-2525石黒　義浩 石黒　義浩 平23. 5. 1内   他   小  診療所
     　一宮463 一宮市本町４－１０－８ 常　勤:    2 交代 皮   外   整外現存
     (医       2) 平29. 5. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2595220,465,0 はんじこどもクリニッ〒491-0004 0586-85-5131判治　康彦 判治　康彦 平23. 8. 1小   診療所
     　一宮465 ク 一宮市定水寺小脇７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596220,466,8 瀧消化器内科クリニッ〒491-0904 0586-47-7023瀧　智行 瀧　智行 平23. 8. 1他   内   小  診療所
     　一宮466 ク 一宮市神山１－４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597220,467,6 はっとり皮フ科クリニ〒491-0846 0586-71-4112服部　尚生 服部　尚生 平23. 8. 1皮   他   診療所
     　一宮467 ック 一宮市牛野通３－２８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598220,469,2 節内科クリニック 〒491-0831 0586-25-8855医療法人野百合会　理節　博文 平23.11. 1内   他   小  診療所
     　一宮469 一宮市森本１－１８－２３ 常　勤:    1事長　節　博文 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599220,470,0 医療法人医徳会　国井〒493-0001 0586-87-5505医療法人医徳会　理事国井　康彦 平24. 4. 1一般        28病院
     　一宮470 病院 一宮市木曽川町黒田三ノ通り３２常　勤:    3長　國井　康彦 組織変更 内   他   小  現存
     －１ (医       2) 平30. 4. 1外   整外 リウ
     (薬       1) 皮   眼   リハ
     非常勤:    8 消内、肛外
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600220,471,8 きはしクリニック 〒491-0932 0586-46-1100医療法人木端会　理事木全　崇之 平24. 5. 1内   他   脳外診療所
     　一宮471 一宮市大和町毛受東屋敷７３ 常　勤:    4長　木全　崇之 組織変更 消内、こう内 現存
     (医       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601220,472,6 しみずファミリークリ〒491-0931 0586-47-7200医療法人しみずファミ清水　延吉 平24. 7. 1内   他   アレ診療所
     　一宮472 ニック 一宮市大和町馬引郷丑寅２１３６常　勤:    1リークリニック　理事 組織変更 小   現存
     －２ (医       1)長　清水　延吉 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602220,473,4 耳鼻咽喉科　照クリニ〒491-0002 0586-85-7766水野　照和 水野　照和 平24. 9. 1耳い 診療所
     　一宮473 ック 一宮市時之島古野１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   299 頁

 2603220,474,2 宇野医院 〒494-0003 0586-61-0023宇野　格 宇野　格 平24.11.12整外 リハ 外  診療所
     　一宮474 一宮市三条ヱグロ７８－１ 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平24.11.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604220,477,5 びさい眼科 〒494-0008 0586-63-3100山田　和正 山田　和正 平25. 4. 1一般         5診療所
     　一宮477 一宮市東五城備前１０－１ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605220,478,3 二丁目診療所 〒491-0858 0586-48-5611伴　佳之 伴　佳之 平27.10. 1内   診療所
     　一宮478 一宮市栄４－１－５エースリービ常　勤:    1 移動 現存
     ル７０２ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606220,479,1 大島眼科クリニック 〒491-0854 0586-23-2525大島　久明 大島　久明 平25. 5. 1眼   診療所
     　一宮479 一宮市北園通５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607220,482,5 ながき眼科 〒491-0858 0586-71-6171長木　康典 長木　康典 平25. 8. 1一般         2診療所
     　一宮482 一宮市栄４－６－２８ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608220,483,3 平野内科 〒491-0862 0586-71-7733医療法人昭徳会　理事平野　晋吾 平25. 8. 1内   他   小  診療所
     　一宮483 一宮市緑２－１３－１ 常　勤:    1長　平野　晋吾 組織変更 循環器内科、呼現存
     (医       1) 平25. 8. 1吸器内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609220,484,1 耳鼻咽喉科・小児耳鼻〒491-0934 0586-85-5800医療法人良栄会　理事平澤　良征 平25. 8. 1耳い 他   診療所
     　一宮484 咽喉科　ひらざわクリ一宮市大和町苅安賀上東出６３－常　勤:    1長　平澤　良征 組織変更 小児耳鼻咽喉科現存
     ニック １ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610220,485,8 深見眼科クリニック 〒494-0008 0586-61-3134医療法人明樹会　理事深見　光樹 平25. 8. 1一般         3診療所
     　一宮485 一宮市東五城東備前２２－１ 常　勤:    1長　深見　光樹 組織変更 眼   内   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611220,486,6 杉本こどもクリニック〒491-0931 0586-43-1117杉本　和優 杉本　和優 平25. 9. 1小   診療所
     　一宮486 一宮市大和町馬引乾出２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2612220,487,4 米倉耳鼻咽喉科 〒491-0859 0586-72-1878医療法人米倉耳鼻咽喉米倉　新 平25.10. 1耳い 小   診療所
     　一宮487 一宮市本町１－５－１ 常　勤:    1科　理事長　米倉　新 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613220,488,2 アスティ眼科 〒491-0858 0586-28-5810溝手　道成 溝手　道成 平25.10. 1眼   診療所
     　一宮488 一宮市栄３－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614220,489,0 みやび整形外科 〒494-0004 0586-63-3001伊藤　雅人 伊藤　雅人 平26. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮489 一宮市北今葭山８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615220,492,4 一宮むすび心療内科 〒491-0043 0586-23-1380小出　将則 小出　将則 平30. 2. 1心内 精   内  診療所
     　一宮492 一宮市真清田２－３－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616220,493,2 いわたこどもクリニッ〒491-0044 0586-24-2179医療法人おおみや会　岩田　直之 平28.12. 1小   診療所
     　一宮493 ク 一宮市大宮３－２－１５ 常　勤:    2理事長　岩田　直之 移動 現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617220,494,0 かわい皮フ科クリニッ〒494-0001 0586-62-0070医療法人かわい皮フ科河合　正博 平26. 7. 1皮   他   アレ診療所
     　一宮494 ク 一宮市開明菖蒲田２１－３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 美皮、小皮 現存
     (医       2)河合　正博 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618220,495,7 きたおわり在宅支援ク〒491-0837 0586-85-6911吉田　康太 吉田　康太 平26.10. 1内   脳外 心内診療所
     　一宮495 リニック 一宮市多加木４－３１－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619220,496,5 おかだ耳鼻咽喉科クリ〒491-0925 0586-45-3387岡田　達佳 岡田　達佳 平26.11. 1耳い 他   アレ診療所
     　一宮496 ニック 一宮市大和町南高井蓮原４１－２常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2620220,497,3 やまざき整形外科・リ〒491-0051 0586-47-7500山崎　斉子 山崎　斉子 平27. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮497 ウマチクリニック 一宮市今伊勢町馬寄御祭田１４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621220,498,1 腎・泌尿器科河合クリ〒491-0057 0586-47-4145河合　隆 河合　隆 平27. 4. 1ひ   他   診療所
     　一宮498 ニック 一宮市今伊勢町宮後郷東２３－５常　勤:    1 新規 女性泌尿器科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622220,500,4 服部形成外科クリニッ〒491-0858 0586-73-7788服部　友樹 服部　友樹 平27. 6. 1形外 皮   美外診療所
     　一宮500 ク 一宮市栄３－２－１７一宮駅東口常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623220,501,2 ごとう内科クリニック〒494-0011 0586-64-8755後藤　新太郎 後藤　新太郎 平27. 9. 1内   他   小  診療所
     　一宮501 一宮市西萩原妙楽寺前１２９８－常　勤:    1 新規 消化器内科、糖現存
     ３ (医       1) 平27. 9. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624220,502,0 はるかメンタルクリニ〒491-0012 0586-75-1711曽根　靖貴 曽根　靖貴 平27. 9. 1心内 他   診療所
     　一宮502 ック 一宮市小赤見秋吉４３－１ 常　勤:    1 新規 老年精神科、女現存
     (医       1) 平27. 9. 1性精神科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625220,504,6 富田医院 〒491-0911 0586-45-0148富田　誠 富田　誠 平27.11. 1内   他   呼内診療所
     　一宮504 一宮市野口２－１６－８ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27.11. 1消化器内科　内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626220,505,3 今伊勢よしかわクリニ〒491-0053 0586-64-8666吉川　雅治 吉川　雅治 平27.12. 1内   循   外  診療所
     　一宮505 ック 一宮市今伊勢町本神戸立切東２９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627220,506,1 すぎやま内科クリニッ〒491-0057 0586-48-5000杉山　正洋 杉山　正洋 平28. 1. 1内   他   小  診療所
     　一宮506 ク 一宮市今伊勢町宮後郷東３６ 常　勤:    1 新規 皮   アレ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1他は、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   302 頁

 2628220,507,9 一宮医療療育センター〒494-0018 0586-62-0002社会福祉法人杏嶺会　中島　務 平28. 1. 1一般 病院
     (221,507,4) 一宮市冨田流筋１６７９－２ 常　勤:    3理事長　上林　公子 新規     一般   120現存
     　一宮507 (医       3) 平28. 1. 1リハ 歯   
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629220,508,7 松原クリニック 〒493-0005 0586-84-1551医療法人松原クリニッ松原　俊樹 平28. 1. 1内   外   他  診療所
     　一宮508 一宮市木曽川町里小牧東蒲原１５常　勤:    1ク　理事長　松原　俊 組織変更 小   現存
     (医       1)樹 平28. 1. 1他は、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630220,509,5 あらいファミリークリ〒491-0014 0586-76-6561新井　豊久 新井　豊久 平28. 4.25内   他   小  診療所
     　一宮509 ニック 一宮市南小渕大日１３５ 常　勤:    2 移動 他は、消化器内現存
     (医       2) 平28. 4.25科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631220,510,3 かとう皮フ科 〒491-0912 0586-64-5779-加藤　元一 加藤　元一 平28. 4. 1皮   アレ 診療所
     　一宮510 一宮市新生２－１９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632220,511,1 藤クリニック 〒493-0001 0586-64-7556所　隆昌 所　隆昌 平28. 4. 1内   外   他  診療所
     　一宮511 一宮市木曽川町黒田一ノ通り２５常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     －１ (医       1) 平28. 4. 1消内、こう外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633220,512,9 萩原整形外科リウマチ〒491-0353 0586-68-5321平原　慎也 平原　慎也 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　一宮512 クリニック 一宮市萩原町萩原友重６１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634220,513,7 医療法人厚恵会　橋本〒491-0366 0586-67-1515医療法人厚恵会　理事橋本　泰樹 平28. 4.27内   他   診療所
     　一宮513 内科クリニック 一宮市萩原町河田方三味浦５５－常　勤:    2長　瀬川　多恵子 交代 他は、糖尿病内現存
     １ (医       2) 平28. 4.27科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635220,514,5 医療法人　徳彩会　く〒493-0001 0586-84-2727医療法人徳彩会　理事伊藤　徳子 平28. 6. 1眼   診療所
     　一宮514 れよんアイクリニック一宮市木曽川町黒田十ノ通り１８常　勤:    1長　伊藤　徳子 組織変更 現存
     １－１ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2636220,515,2 こしの内科 〒494-0008 0586-62-1121医療法人慶陽会　理事越野　保一 平28.10. 1内   他   皮  診療所
     　一宮515 一宮市東五城大平裏３７ 常　勤:    1長　越野　保一 組織変更 神内 呼内 小  現存
     (医       1) 平28.10. 1リハ アレ 
     胃内、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637220,516,0 くりもと眼科クリニッ〒491-0004 0586-75-7300栗本　幸英 栗本　幸英 平29. 2. 1眼   他   診療所
     　一宮516 ク 一宮市定水寺五反田５８－１ 常　勤:    1 新規 他は小児眼科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638220,517,8 医療法人悠彩会　森瀬〒491-0846 0586-72-2517医療法人悠彩会　理事喜多島　康弘 平29. 1. 1内   他   呼内診療所
     　一宮517 内科 一宮市牛野通１－２６ 常　勤:    2長　喜多島　康弘 組織変更 小   アレ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1他は消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639220,518,6 医療法人保恵会　はし〒491-0141 0586-51-0011医療法人保恵会　理事橋本　彩恵 平29. 2. 1耳い 診療所
     　一宮518 もと耳鼻咽喉科 一宮市浅井町黒岩石刀山４８－１常　勤:    1長　橋本　彩恵 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640220,519,4 たに在宅クリニック 〒491-0918 0586-43-5500谷　鎮礼 谷　鎮礼 平29. 4. 1内   呼内 他  診療所
     　一宮519 一宮市末広１－３－１８ファンタ常　勤:    1 新規 他は緩和ケア内現存
     ジアビル２階 (医       1) 平29. 4. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641220,520,2 かとうファミリークリ〒491-0053 0586-71-3520加藤　孝記 加藤　孝記 平29. 5. 1内   他   小  診療所
     　一宮520 ニック 一宮市今伊勢町本神戸和田東１８常　勤:    1 新規 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642220,521,0 田中クリニック 〒491-0859 0586-72-2686医療法人ふれあい　理田中　博之 平29. 5. 1一般 診療所
     　一宮521 一宮市本町４－１９－２４ 常　勤:    2事長　田中　博之 組織変更     一般     2現存
     (医       2) 平29. 5. 1内   他   心内
     産婦 アレ 精  
     リハ 
     他は糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643220,523,6 みずの内科クリニック〒491-0005 0586-77-3227水野　秀和 水野　秀和 平29. 8.21内   呼内 アレ診療所
     　一宮523 一宮市西大海道宅美５１ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平29. 8.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644220,524,4 かまた整形外科 〒494-0001 0586-47-0137医療法人ＨＲＭ　理事鎌田　浩幸 平29. 9. 1整外 リウ 外  診療所
     　一宮524 一宮市開明東向野１８－１ 常　勤:    1長　鎌田　浩幸 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2645220,525,1 ひまわりクリニック丹〒491-0838 0586-82-0101瀧　知弘 瀧　知弘 平29.10. 1ひ   他   内  診療所
     　一宮525 西 一宮市猿海道１－８－２３ 常　勤:    1 新規 他は女性泌尿器現存
     (医       1) 平29.10. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646220,526,9 かみやファミリークリ〒493-0002 0586-84-1355神谷　文彦 神谷　文彦 平29.10. 1内   呼内 アレ診療所
     　一宮526 ニック 一宮市木曽川町門間沼奥１１６－常　勤:    1 新規 小   現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647220,527,7 メドタウンたなかファ〒491-0201 0586-85-6577田中　孝守 田中　孝守 平29.11. 1内   他   小  診療所
     　一宮527 ミリークリニック 一宮市奥町宮前４５－１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29.11. 1他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648220,528,5 神山たかはし皮膚科 〒491-0905 0586-85-6016髙橋　一朗 髙橋　一朗 平29.11. 1皮   他   アレ診療所
     　一宮528 一宮市平和３－９－２ 常　勤:    1 新規 他は小児皮膚科現存
     (医       1) 平29.11. 1、美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649220,529,3 愛北ハートクリニック〒491-0811 0586-81-0555医療法人あいほく　理吉田　直樹 平29.11. 1一般 診療所
     　一宮529 一宮市千秋町加納馬場清水７７ 常　勤:    3事長　吉田　直樹 組織変更     一般    11現存
     (医       3) 平29.11. 1内   他   
     他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650220,530,1 丸井医院 〒491-0859 0586-73-2527丸井　公軌 丸井　公軌 平29.12. 1内   神内 心内診療所
     　一宮530 一宮市本町３－１０－２５－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651220,531,9 五藤医院 〒493-0005 0586-87-7800医療法人清流会　理事五藤　勉 平30. 1. 1内   小   他  診療所
     　一宮531 一宮市木曽川町里小牧野方１７０常　勤:    2長　五藤　勉 組織変更 神内 現存
     (医       2) 平30. 1. 1他：循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652220,532,7 おおにしブレストウィ〒494-0001 0586-61-6611医療法人加藤レディス大西　英二 平30. 4. 1他   婦   内  診療所
     　一宮532 メンズクリニック 一宮市開明畑添１４－１ 常　勤:    2クリニック　理事長　 新規 外   現存
     (医       2)加藤　祥人 平30. 4. 1他：乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653220,533,5 じゅんこ乳腺クリニッ〒491-0904 0586-64-9105医療法人雄仁会　理事石黒　淳子 平30. 4. 1他   診療所
     　一宮533 ク 一宮市神山１－２－１４ 常　勤:    1長　石黒　裕規 新規 他：乳外 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654220,534,3 きそがわ不破クリニッ〒493-0005 0586-84-2001不破　嘉祟 不破　嘉崇 平30. 5. 1外   内   産婦診療所
     　一宮534 ク 一宮市木曽川町里小牧字寺東１７常　勤:    2 新規 他   現存
     ２ (医       2) 平30. 5. 1他：乳腺外科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2655220,535,0 久屋クリニック一宮院〒491-0041 0586-85-9999医療法人誠仁会　理事笹木　秀幹 平30. 5. 1内   皮   小  診療所
     　一宮535 一宮市文京２－９－１１ 非常勤:    2長　笹木　秀幹 新規 ひ   他   現存
     (医       2) 平30. 5. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656220,536,8 うかいファミリークリ〒491-0858 0586-23-1231鵜飼　知彦 鵜飼　知彦 平30. 6. 1内   小   他  診療所
     　一宮536 ニック 一宮市栄１－２－１０ウェイクフ常　勤:    1 新規 外   現存
     ォレストブロンド１階 (医       1) 平30. 6. 1他：循環器内科
     ・血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657230,007,8 医療法人宏和会　あさ〒489-0866 0561-84-3111医療法人宏和会　理事淺井　寿正 平16. 8.24一般       120病院
     　瀬戸7 い病院 瀬戸市矢形町１７８－１ 常　勤:    8長　浅井　敬子 移動 内   神内 外  現存
     (医       7) 平28. 8.24心外 整外 脳外
     (薬       1) 形外 美外 皮  
     非常勤:   47 ひ   眼   呼  
     (医      47) リハ 消   循  
     こう 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 0561-82-5101公立陶生病院組合　管味岡　正純 昭32.11. 1一般       602地域支援
     (231,024,8) 瀬戸市西追分町１６０ 常　勤:  223理者瀬戸市長　伊藤　 結核        25病院
     　瀬戸24 (医     178)保徳 平29.11. 1一般（感染） 現存
     (歯       6)              6
     (薬      39) 内   神内 他  
     非常勤:   59 精   小   外  
     (医      58) 整外 形外 脳外
     (薬       1) 呼外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 病理 
     呼・アレ疾患内
     、消内、循内、
     腎内、分泌・代
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659230,039,1 瀬戸健康管理センター〒489-0809 0561-82-6194一般社団法人瀬戸健康酒井　和好 昭41. 7. 1内   診療所
     　瀬戸39 診療所 瀬戸市共栄通１－４８ 常　勤:    1管理センター　理事長 現存
     (医       1)　丹羽　誠 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660230,044,1 前田耳鼻咽喉科医院 〒489-0917 0561-21-5602前田　眞喜子 前田　眞喜子 昭45. 7. 1一般    診療所
     　瀬戸44 瀬戸市效範町２－２７ 常　勤:    1 耳   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2661230,055,7 青山クリニック 〒489-0917 0561-82-1141青山　隆 青山　隆 昭55.11. 1産婦 眼   診療所
     　瀬戸55 瀬戸市效範町２－３４ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662230,058,1 医療法人青山病院 〒489-0986 0561-82-1118医療法人青山病院　理青山　弘彦 昭51. 7. 1一般        44病院
     　瀬戸58 瀬戸市南山町１－５３ 常　勤:   10事長　青山　弘彦 療養        45現存
     (医       9) 平24. 7. 1内   胃   循  
     (薬       1) 他   整外 外  
     非常勤:   24 小   アレ リハ
     (医      24) 放   
     腎・透析内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663230,065,6 医療法人青和会中央病〒489-0805 0561-82-1200医療法人青和会　理事青山　貴彦 昭54. 4. 1療養        90病院
     　瀬戸65 院 瀬戸市陶原町３－１２ 常　勤:    5長　青山　貴彦 内   外   小  現存
     (医       5) 平30. 4. 1整外 他   皮  
     非常勤:   18 心内 神内 眼  
     (医      18) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664230,066,4 医療法人社団順心会　〒489-0927 0561-83-3131医療法人社団順心会　宮崎　芳機 昭54. 4. 1一般        46病院
     　瀬戸66 井上病院 瀬戸市川北町２－１１ 常　勤:    3理事長　井上　智司 内   他   外  現存
     (医       2) 平30. 4. 1整外 リウ リハ
     (薬       1) 消内
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665230,068,0 津田こどもクリニック〒489-0875 0561-84-6678津田　克也 津田　克也 昭54.12. 1小   診療所
     　瀬戸68 瀬戸市緑町２－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666230,069,8 瀬戸みどりのまち病院〒489-0875 0561-84-3113医療法人宏和会　理事淺井　健次 平29. 3. 1療養 病院
     　瀬戸69 瀬戸市緑町２－１１４－１ 常　勤:    4長　淺井　敬子 移動     療養   177療養病床
     (医       4) 平29. 3. 1内   外   皮  現存
     非常勤:   20 リハ 
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667230,074,8 ませき医院 〒489-0034 0561-83-9911欄　芳郎 欄　芳郎 昭57. 3. 1ひ   皮   内  診療所
     　瀬戸74 瀬戸市刎田町３１ 常　勤:    1 放   小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668230,082,1 水野皮フ科 〒489-0044 0561-83-1118水野　雅子 水野　雅子 昭62. 3. 1皮   診療所
     　瀬戸82 瀬戸市栄町２６　サンシャイン栄常　勤:    1 現存
     ３階 (医       1) 平29. 3. 1
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 2669230,085,4 医療法人おぐち眼科 〒489-0986 0561-84-3422医療法人おぐち眼科　小口　宣夫 昭63. 1. 1眼   診療所
     　瀬戸85 瀬戸市南山町１－４３ 常　勤:    1理事長　小口　宣夫 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670230,086,2 鈴木耳鼻咽喉科 〒489-0887 0561-83-8866医療法人薫鈴会　理事鈴木　茂 昭63. 1. 1一般         2診療所
     　瀬戸86 瀬戸市菱野台３－５７ 常　勤:    1長　鈴木　茂 耳   小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671230,091,2 医療法人社団オアシス〒489-0918 0561-82-2052医療法人社団オアシス大橋　満 平元. 9. 1内   呼   小  診療所
     　瀬戸91 会大橋医院 瀬戸市北脇町１４９ 常　勤:    1会　理事長　大橋　満 消   循   こう現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672230,092,0 医療法人　有竹眼科 〒489-0887 0561-84-1121医療法人有竹眼科　理有竹　俊明 平 2. 5. 1眼   診療所
     　瀬戸92 瀬戸市菱野台４－７－２ 常　勤:    1事長　有竹　俊明 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673230,093,8 医療法人宏生会　水野〒489-0067 0561-48-2231医療法人宏生会　理事河辺　章夫 平 2. 7. 1療養       176病院
     (231,093,3) 病院 瀬戸市小田妻町１－１９０－２ 常　勤:   10長　河辺　達夫 内   歯   リハ現存
     　瀬戸93 (医       5) 平29. 7. 1
     (歯       1)
     (薬       4)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674230,094,6 おいわけクリニック 〒489-0065 0561-82-4088医療法人豊明会　理事加藤　晴通 平19. 3. 1内   小   呼  診療所
     　瀬戸94 瀬戸市西追分町１１３ 常　勤:    1長　加藤　晴通 移動 アレ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675230,095,3 医療法人滉翔会　加藤〒489-0033 0561-82-5024医療法人滉翔会　理事加藤　陽一郎 平 2. 9. 1内   胃   小  診療所
     　瀬戸95 医院 瀬戸市須原町１７ 常　勤:    1長　加藤　陽一郎 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676230,098,7 医療法人晋和会佐々木〒489-0887 0561-84-7211医療法人晋和会　佐々佐々木　晋 平 3. 1. 1一般    診療所
     　瀬戸98 外科 瀬戸市菱野台３－６０ 常　勤:    2木外科　理事長　佐々 外   整外 胃  現存
     (医       1)木　晋 平30. 1. 1皮ひ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2677230,099,5 医療法人やまうち内科〒489-0066 0561-21-1166医療法人やまうち内科山内　雄一郎 平 3. 2. 1内   他   小  診療所
     　瀬戸99 瀬戸市東横山町１５８－１ 常　勤:    3　理事長　山内　一征 糖内、分泌内 現存
     (医       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678230,100,1 横山クリニック 〒489-0871 0561-85-1212横山　繁樹 横山　繁樹 平 3. 4. 1内   呼   小  診療所
     　瀬戸100 瀬戸市東長根町３５ 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679230,101,9 野田内科小児科医院 〒489-0887 0561-21-3800野田　正治 野田　正治 平 3. 4. 3内   小   診療所
     　瀬戸101 瀬戸市菱野台２－２９ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 4. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680230,102,7 浅野内科 〒489-0964 0561-85-0600浅野　公造 浅野　公造 平 3.10. 1内   小   診療所
     　瀬戸102 瀬戸市上之山町３－４５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681230,103,5 医療法人嶺会高阪内科〒489-0815 0561-21-5011医療法人嶺会高阪内科髙阪　崇 平 3.10. 1内   循   小  診療所
     　瀬戸103 瀬戸市南仲之切町１１１ 常　勤:    1　理事長　髙阪　崇 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682230,104,3 医療法人イトウ内科小〒489-0916 0561-21-8400医療法人イトウ内科小伊藤　清隆 平12.10. 1内   小   胃  診療所
     　瀬戸104 児科 瀬戸市平町１－６１－１ 常　勤:    2児科　理事長　伊藤　 移動 現存
     (医       2)清隆 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683230,105,0 医療法人伊藤医院 〒489-0076 0561-82-5029医療法人伊藤医院　理伊藤　徹也 平 5. 1. 1内   精   診療所
     　瀬戸105 瀬戸市深川町３６ 常　勤:    1事長　伊藤　徹也 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684230,106,8 医療法人クリニックナ〒489-0828 0561-82-6235医療法人クリニックナ長江　逸郎 平 5. 1. 1内   小   外  診療所
     　瀬戸106 ガエ長江内科小児科医瀬戸市前田町１１ 常　勤:    1ガエ　理事長　長江　 小外 現存
     院 (医       1)逸郎 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685230,107,6 せとぐち内科 〒489-0941 0561-21-6170林　富士雄 林　富士雄 平 5. 8. 1内   神   リハ診療所
     　瀬戸107 瀬戸市瀬戸口町１４４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2686230,108,4 浅野整形外科医院 〒489-0874 0561-84-3000医療法人あい愛会　理浅野　経生 平 6. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　瀬戸108 瀬戸市幡野町２ 常　勤:    1事長　浅野　経生 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687230,114,2 藤本クリニック 〒489-0048 0561-87-3888藤本　牧生 藤本　牧生 平 8. 7. 1内   胃   リハ診療所
     　瀬戸114 瀬戸市窯神町４ 常　勤:    1 新規 小   外   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688230,115,9 ひがしの医院 〒489-0878 0561-85-1110東野　一二 東野　一二 平 9. 2. 1外   整外 内  診療所
     　瀬戸115 瀬戸市赤重町１１－１ 常　勤:    2 新規 リハ 皮   こう現存
     (医       2) 平30. 2. 1胃   循   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689230,117,5 しなのが丘病院 〒480-1202 0561-48-5000鬼頭　清裕 鬼頭　清裕 平 9. 8.14精神       140病院
     　瀬戸117 瀬戸市下半田川町１６８３－８ 常　勤:    2 交代 神   内   精  現存
     (医       2) 平24. 8.14
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690230,120,9 医療法人宏和会しなの〒480-1207 0561-41-3101医療法人宏和会　理事水野　孝 平11. 4. 1内   外   リハ診療所
     　瀬戸120 クリニック 瀬戸市品野町６－１１７ 常　勤:    1長　浅井　敬子 新規 こう 整外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691230,124,1 とりいクリニック 〒489-0951 0561-89-5111鳥井　彰人 鳥井　彰人 平12.10. 1消   外   内  診療所
     　瀬戸124 瀬戸市石田町４５－１ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692230,125,8 中原クリニック 〒489-0989 0561-88-0311医療法人中原クリニッ中原　辰夫 平15.12. 1一般        12診療所
     　瀬戸125 瀬戸市山手町３２７ 常　勤:    2ク　理事長　中原　辰 移動 産婦 現存
     (医       2)夫 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693230,127,4 医療法人松本眼科 〒489-0814 0561-85-5500医療法人松本眼科　理松本　高典 平13. 7. 2眼   診療所
     　瀬戸127 瀬戸市末広町２－３０ 常　勤:    1事長　松本　高典 組織変更 療養病床
     (医       1) 平25. 7. 2 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694230,128,2 こだま耳鼻科クリニッ〒489-0913 0561-87-4187医療法人大侑会　理事兒玉　將隆 平13.10. 1耳い アレ 小  診療所
     　瀬戸128 ク 瀬戸市水南町１５５－１ 常　勤:    1長　兒玉　將隆 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
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 2695230,131,6 中野整形外科 〒489-0984 0561-85-1717中野　幸雄 中野　幸雄 平15. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     　瀬戸131 瀬戸市北山町４０－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696230,133,2 医療法人宏和会あさい〒489-0883 0561-84-3115医療法人宏和会　理事浅井　敬子 平16. 9. 1内   小   整外診療所
     (231,133,7) クリニック 瀬戸市東権現町３ 常　勤:    4長　浅井　敬子 新規 皮   耳い リハ現存
     　瀬戸133 (医       2) 平28. 9. 1歯   リウ 
     (歯       2)
     非常勤:   27
     (医      25)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697230,135,7 加藤皮フ科クリニック〒489-0821 0561-82-7290加藤　素生 加藤　素生 平16.10. 1皮   形外 アレ診療所
     　瀬戸135 瀬戸市薬師町２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698230,136,5 みずの坂こどもクリニ〒489-0909 0561-48-8400医療法人社団良和会　中川　篤俊 平16.11. 1小   アレ 診療所
     　瀬戸136 ック 瀬戸市みずの坂５－３３ 常　勤:    1理事長　中川　篤俊 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699230,137,3 打田内科クリニック 〒489-0005 0561-48-7771医療法人清登会　理事打田　昌夫 平17. 7. 1内   神内 リハ診療所
     　瀬戸137 瀬戸市中水野町２－７３６ 常　勤:    2長　打田　昌夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700230,138,1 すずき整形外科 〒489-0919 0561-82-7021鈴木　雅喜 鈴木　雅喜 平17. 9. 1整外 外   リウ診療所
     　瀬戸138 瀬戸市川端町３－３１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701230,140,7 おおたけニコニコクリ〒489-0925 0561-86-0086大竹　一生 大竹　一生 平18.12. 1一般         2診療所
     　瀬戸140 ニック 瀬戸市西寺山町２０ 常　勤:    2 新規 内   循   消  現存
     (医       2) 平24.12. 1小   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702230,141,5 わたらい眼科 〒489-0984 0561-89-7100医療法人恵風会　理事渡曾　恒久 平27. 1.13眼   診療所
     　瀬戸141 瀬戸市北山町８７－６ 常　勤:    1長　渡曾　恒久 移動 現存
     (医       1) 平27. 1.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2703230,142,3 クリニックベル 〒489-0915 0561-83-2828医療法人クリニックベ鈴木　眞史 平19. 4. 1一般        12診療所
     　瀬戸142 瀬戸市北浦町３－１６ 常　勤:    1ル　理事長　鈴木　眞 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)史 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704230,143,1 たかはしクリニック 〒489-0057 0561-87-1123高橋　正行 高橋　正行 平19.10. 1内   外   皮  診療所
     　瀬戸143 瀬戸市西十三塚町５３－２ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705230,144,9 おおわき内科クリニッ〒489-0913 0561-85-3331大脇　忠 大脇　忠 平19.10. 1内   消   診療所
     　瀬戸144 ク 瀬戸市水南町１６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706230,145,6 瀬戸共立クリニック 〒489-0916 0561-86-0555医療法人偕行会　理事山口　諭 平21. 2. 1他   診療所
     　瀬戸145 瀬戸市平町２－１９ 常　勤:    1長　川原　弘久 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707230,149,8 ごとう内科クリニック〒489-0861 0561-84-3355後藤　啓五 後藤　啓五 平23. 2. 1内   神内 リハ診療所
     　瀬戸149 瀬戸市八幡台１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708230,150,6 おがわ整形外科 〒489-0902 0561-97-8050医療法人おがわ整形外小川　孝 平23. 4. 1整外 外   リハ診療所
     　瀬戸150 瀬戸市内田町２－１０６－１ 常　勤:    1科　理事長　小川　孝 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709230,152,2 せとぐち心療内科クリ〒489-0935 0561-89-4800医療法人創彩会　理事山口　力 平24. 4. 1心内 内   精  診療所
     　瀬戸152 ニック 瀬戸市福元町１９－４健康陽だま常　勤:    1長　山口　力 組織変更 現存
     りビルディング２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710230,153,0 坂田内科 〒489-0819 0561-87-0169坂田　成一郎 坂田　成一郎 平25. 4. 1内   他   診療所
     　瀬戸153 瀬戸市西本町１－１１ 常　勤:    1 交代 循内 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711230,154,8 さとう内科クリニック〒489-0971 0561-76-5871佐藤　郁子 佐藤　郁子 平25. 9. 1内   他   診療所
     　瀬戸154 瀬戸市西本地町１－１２８ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平25. 9. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712230,155,5 三浦内科クリニック 〒489-0909 0561-48-6101医療法人どんぐり会　三浦　悟 平25. 8. 1内   他   リハ診療所
     　瀬戸155 瀬戸市みずの坂２－２６ 常　勤:    1理事長　三浦　悟 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
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 2713230,157,1 医療法人　メディカル〒489-0931 0561-85-3900医療法人メディカルア新井　根一 平25.11. 1眼   診療所
     　瀬戸157 アイケアー　瀬戸眼科瀬戸市高根町３－８３ 非常勤:    1イケアー　理事長　加 新規 現存
     (医       1)藤　洋子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714230,159,7 こんどう眼科 〒489-0865 0561-85-6878近藤　寿美代 近藤　寿美代 平26. 7. 1眼   診療所
     　瀬戸159 瀬戸市山口町２３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715230,160,5 瀬戸こころの診療所 〒489-0066 0561-85-0236服部　達哉 服部　達哉 平26. 7. 1精   心内 診療所
     　瀬戸160 瀬戸市東横山町１１４－３ＡＬＬ常　勤:    1 交代 現存
     瀬戸ビル２階 (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716230,161,3 あおばクリニック 〒489-0987 0561-83-0022医療法人晴葉治会　理高橋　清一 平26.10. 1内   呼内 小  診療所
     　瀬戸161 瀬戸市西山町１－１９ 常　勤:    1事長　高橋　清一 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717230,162,1 山手クリニック 〒489-0989 0561-88-0080医療法人山手クリニッ垣花　将史 平27. 1. 1内   他   診療所
     　瀬戸162 瀬戸市山手町２８３－１ 常　勤:    1ク　理事長　垣花　将 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)史 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718230,165,4 加藤医院 〒480-1207 0561-41-0172加藤　正仁 加藤　正仁 平29. 1. 1内   小   診療所
     　瀬戸165 瀬戸市品野町５－３３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719230,166,2 瀬戸市立休日急病診療〒489-0929 0561-82-9911瀬戸市長　伊藤　保德黒江　幸四郎 平29. 8. 1内   小   診療所
     　瀬戸166 所 瀬戸市西長根町７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:   68
     (医      68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720230,167,0 おわり瀬戸　ひびの内〒489-0819 0561-82-0222日比野　清富 日比野　清富 平29. 9. 1内   他   診療所
     　瀬戸167 科クリニック 瀬戸市西本町２－８ 常　勤:    1 交代 他は消化器内科現存
     (医       1) 平29. 9. 1、内視鏡内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2721230,168,8 まつもと皮フ科クリニ〒489-0066 0561-89-4112医療法人まつもと皮フ松本　真明 平30. 5. 1皮   他   アレ診療所
     　瀬戸168 ック 瀬戸市東横山町１１３ベルメゾン常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 他：小児皮膚科現存
     青山１階 (医       1)　松本　真明 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722240,011,8 間瀬医院 〒475-0977 0569-27-5166間瀬　政利 間瀬　政利 平14.11.18内   小   循  診療所
     　半田11 半田市吉田町５－５８ 常　勤:    2 移動 呼   外   整外現存
     (医       2) 平26.11.18リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723240,019,1 半田市立半田病院 〒475-8599 0569-22-9881半田市長　榊原　純夫石田　義博 昭57. 5. 4一般       499地域支援
     (241,019,6) 半田市東洋町２－２９ 常　勤:  105 他   内   呼内病院
     　半田19 (医     102) 平30. 5. 4神内 精   小  現存
     (歯       3) 外   整外 リウ
     非常勤:   72 脳外 皮   ひ  
     (医      71) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) リハ 放   麻  
     歯   歯外 病理
     救急、消内、腎
     内、糖・内分泌
     内、循内、心臓
     、血外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724240,043,1 医療法人一草会一ノ草〒475-0074 0569-28-1111医療法人　一草会　理山口　大輔 昭43.11. 1精神       298病院
     　半田43 病院 半田市長根町３－１ 常　勤:    7事長　山口　大輔 精   内   現存
     (医       7) 平28.11. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725240,055,5 茶谷産婦人科 〒475-0961 0569-21-7121茶谷　勲 茶谷　勲 昭44. 6. 1一般        15診療所
     　半田55 半田市岩滑中町３－２３１ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726240,073,8 酒井内科・皮フ科 〒475-0911 0569-23-3232酒井　庸禎 酒井　庸禎 昭55. 3. 1内   他   小  診療所
     　半田73 半田市星崎町３－３８ 常　勤:    3 皮   眼   現存
     (医       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727240,075,3 医療法人双葉会藤田病〒475-0858 0569-21-0951医療法人双葉会　理事小田　弘幸 昭55. 1.27一般        40病院
     　半田75 院 半田市泉町１１１－１８ 常　勤:    6長　藤田　将 産   婦   小  現存
     (医       6) 平28.10.27心内 精   皮  
     非常勤:    4 他   
     (医       4) 美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728240,084,5 茶谷内科皮フ科 〒475-0917 0569-22-8111茶谷　雅裕 茶谷　雅裕 昭62.11. 1内   胃   小  診療所
     　半田84 半田市清城町１－６－１０ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 2729240,088,6 白山整形外科 〒475-0912 0569-23-8920竹内　佐一 竹内　佐一 昭63.11. 1内   整外 リハ診療所
     　半田88 半田市白山町１－６８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730240,095,1 医療法人竹内内科クリ〒475-0929 0569-22-2222医療法人竹内内科クリ竹内　一浩 平元. 7. 1内   胃   診療所
     　半田95 ニック 半田市仲田町２－５ 常　勤:    2ニック　理事長　竹内 現存
     (医       2)　一浩 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731240,096,9 医療法人ふれあい会半〒475-0917 0569-23-1155医療法人ふれあい会　政本　進午 平 5.11.15内   他   診療所
     　半田96 田クリニック 半田市清城町１－６－８ 常　勤:    3理事長　政本　進午 移動 現存
     (医       3) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732240,097,7 亀崎内科クリニック 〒475-0029 0569-28-0207榊原　斌 榊原　斌 平元. 8.24内   小   診療所
     　半田97 半田市亀崎常盤町３－７９，８０常　勤:    1 休止
     ，８２ (医       1) 平28. 8.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733240,099,3 医療法人青山外科 〒475-0836 0569-23-8101医療法人青山外科　理中條　武秀 平 2. 9. 1整外 外   脳外診療所
     　半田99 半田市青山２－２１－１０ 常　勤:    1事長　中條　武秀 リハ 胃   麻  現存
     (医       1) 平29. 9. 1他   
     皮ひ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734240,100,9 医療法人知多クリニッ〒475-0871 0569-21-0052医療法人知多クリニッ川口　新平 平 2.11. 1内   胃   脳外診療所
     　半田100 ク 半田市本町７－２０ 常　勤:    1ク　理事長　川口　新 他   婦   現存
     (医       1)平 平29.11. 1乳内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735240,101,7 医療法人小野耳鼻咽喉〒475-0911 0569-22-8733医療法人小野耳鼻咽喉小野　真顕 平 3. 7. 1耳い 診療所
     　半田101 科 半田市星崎町３－３９－３８ 常　勤:    1科　理事長　小野　真 現存
     (医       1)顕 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736240,102,5 浜医院 〒475-0927 0569-23-6611医療法人浜医院　理事浜　是幸 平 4. 4. 1内   循   小  診療所
     　半田102 半田市北二ツ坂町１－６－４０ 常　勤:    1長　浜　是幸 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737240,104,1 藤條皮膚科医院 〒475-0928 0569-22-6262藤條　善彦 藤條　善彦 平 4.12. 1皮   診療所
     　半田104 半田市桐ケ丘１－１８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738240,105,8 橋本医院 〒475-0856 0569-21-2390安部　誠 安部　誠 平18. 2.13ひ   皮   アレ診療所
     　半田105 半田市更生町１－１２１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 2.13
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 2739240,106,6 医療法人春田内科 〒475-0836 0569-22-5533医療法人春田内科　理春田　和廣 平 5. 7. 1内   消   小  診療所
     　半田106 半田市青山７－１２－２０ 常　勤:    3事長　春田　和廣 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740240,113,2 藤條医院 〒475-0838 0569-21-0204藤條　格彦 藤條　格彦 平 7. 2.11内   小   診療所
     　半田113 半田市旭町１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741240,115,7 都築医院 〒475-0023 0569-28-0566都築　徹哉 都築　徹哉 平 7. 7. 1内   小   胃  診療所
     　半田115 半田市亀崎町６－９５ 常　勤:    1 交代 呼   循   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742240,118,1 医療法人高橋医院 〒475-0081 0569-28-0567医療法人高橋医院　理高橋　知生 平 9. 4. 1内   小   外  診療所
     　半田118 半田市平地町３－７７－２ 常　勤:    1事長　高橋　知生 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743240,122,3 竹本クリニック 〒475-0833 0569-24-7722竹本　達哉 竹本　達哉 平 9.10. 1内   消   小  診療所
     　半田122 半田市花園町３－３－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744240,123,1 林医科歯科医院 〒475-0855 0569-21-1399医療法人林医院　理事林　義久 平10. 2. 1小   内   アレ診療所
     (241,123,6) 半田市中町２－３７ 常　勤:    2長　林　義久 組織変更 歯   小歯 歯外現存
     　半田123 (医       1) 平28. 2. 1Ｈ２９．１０歯
     (歯       1) 科併設届出あり
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745240,124,9 医療法人高須内科 〒475-0014 0569-28-5888医療法人高須内科　理高須　信寿 平10. 5. 1内   他   皮  診療所
     　半田124 半田市一本木町１ー１５ 常　勤:    1事長　高須　信寿 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746240,126,4 石川医院 〒475-0054 0569-21-0606石川　正彦 石川　正彦 平10.10. 1内   小   呼  診療所
     　半田126 半田市乙川町３０ 常　勤:    1 交代 アレ リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747240,128,0 クリニック・パパ 〒475-0974 0569-23-8886医療法人ペトラ　理事石川　秀樹 平11. 1. 1小   内   皮  診療所
     　半田128 半田市山代町２ー１０２ー２ 常　勤:    2長　石川　秀樹 組織変更 アレ 循   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748240,129,8 あべクリニック 〒475-0006 0569-28-0360医療法人メディライフ阿部　守 平11. 7. 1一般         1診療所
     (241,129,3) 半田市南大矢知町２ー４１ー１ 常　勤:    2　理事長　阿部　守 組織変更 療養        18現存
     　半田129 (医       1) 平29. 7. 1内   外   脳外
     (歯       1) 皮   リハ 歯  
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 2749240,133,0 医療法人双葉会ふたば〒475-0977 0569-20-5000医療法人双葉会　理事福垣　洋行 平12. 5. 1一般        19診療所
     　半田133 クリニック 半田市吉田町６－８２ 常　勤:    2長　藤田　将 新規 産   婦   他  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750240,134,8 二ツ坂クリニック 〒475-0927 0569-26-3434海田　政英 海田　政英 平13. 5. 1耳い 小   診療所
     　半田134 半田市北二ツ坂町１－２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751240,139,7 斎藤眼科 〒475-0841 0569-21-9919医療法人ハタゴ会　理齋藤　裕 平15. 2. 1一般    診療所
     　半田139 半田市大和町１－３９－３ 常　勤:    1事長　齋藤　裕 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752240,140,5 松本こどもクリニック〒475-0837 0569-21-1388松本　順子 松本　順子 平15. 4. 1小   アレ 診療所
     　半田140 半田市有楽町１－１２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753240,145,4 みずのファミリークリ〒475-0925 0569-32-6001水野　一明 水野　一明 平16. 9. 1内   小   消  診療所
     　半田145 ニック 半田市宮本町６－２１６－６ 常　勤:    1 新規 リハ アレ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754240,146,2 南青山皮ふ科 〒475-0836 0569-21-1414中野　理香 中野　理香 平16.10. 1皮   アレ 診療所
     　半田146 半田市青山１－８－７サードサワ常　勤:    1 新規 現存
     ータウン２階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755240,147,0 半田共立クリニック 〒475-0862 0569-32-1700医療法人偕行会　理事髙橋　亮 平16.11. 1他   診療所
     　半田147 半田市住吉町２－１６６ 常　勤:    1長　川原　弘久 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756240,149,6 武内眼科 〒475-0087 0569-20-2233武内　俊憲 武内　俊憲 平16.12. 1眼   診療所
     　半田149 半田市大池町２－１４３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757240,150,4 医療法人ふれあい会半〒475-0023 0569-20-1555医療法人ふれあい会　古橋　究一 平17. 2. 1内   他   診療所
     　半田150 田東クリニック 半田市亀崎町１０－１４３ 常　勤:    1理事長　政本　進午 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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 2758240,151,2 小出クリニック 〒475-0029 0569-28-3115医療法人創喜会　理事小出　恭裕 平17. 4. 1内   外   胃  診療所
     　半田151 半田市亀崎常盤町３－１０７ 常　勤:    1長　小出　恭裕 組織変更 リハ こう 小  現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759240,152,0 もみやま医院 〒475-0961 0569-21-8138籾山　嘉樹 籾山　嘉樹 平17. 3.17内   胃   循  診療所
     　半田152 半田市岩滑中町３－２３２ 常　勤:    1 交代 こう 外   現存
     (医       1) 平29. 3.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760240,153,8 住吉町クリニック 〒475-0862 0569-32-2121榊原　文彦 榊原　文彦 平17. 9. 1内   診療所
     　半田153 半田市住吉町２－１６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761240,154,6 新海胃腸科 〒475-0961 0569-22-8080新海　眞 新海　眞 平17.10. 1内   消   診療所
     　半田154 半田市岩滑中町４－１２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762240,155,3 医療法人日比整形外科〒475-0087 0569-20-1777医療法人日比整形外科日比　敦夫 平18. 1. 1整外 外   リウ診療所
     　半田155 半田市大池町１－１２－１ 常　勤:    1　理事長　日比　敦夫 組織変更 リハ 内   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763240,156,1 安野内科 〒475-0857 0569-21-3288安野　尚史 安野　尚史 平18. 1. 1内   循   診療所
     　半田156 半田市広小路町１５３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764240,157,9 知多リハビリテーショ〒475-0017 0569-20-2210医療法人メディライフ梶原　敏夫 平18. 4. 1療養        60病院
     　半田157 ン病院 半田市有脇町１３－１０１ 常　勤:    4　理事長　阿部　守 新規 リハ 脳外 整外療養病床
     (医       3) 平30. 4. 1 現存
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765240,159,5 一般社団法人半田市医〒475-0918 0569-21-3410一般社団法人半田市医河野　太郎 平18. 9. 1内   診療所
     　半田159 師会健康管理センター半田市雁宿町１－５４－１ 常　勤:    1師会　会長　竹内　一 新規 現存
     雁宿支所 (医       1)浩 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2766240,160,3 一般社団法人半田市医〒475-8511 0569-27-7881一般社団法人半田市医倉部　輝久 平18. 9. 1内   放   婦  診療所
     　半田160 師会健康管理センター半田市神田町１－１ 常　勤:    2師会　会長　竹内　一 新規 現存
     (医       2)浩 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767240,164,5 中野整形外科 〒475-0856 0569-21-5448医療法人中野会　理事中野　眞一郎 平26. 7. 1一般        19診療所
     　半田164 半田市更生町２－１５０－５ 常　勤:    1長　中野　眞一郎 移動 整外 リハ 皮  現存
     (医       1) 平26. 7. 1内   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768240,165,2 滝川メンタルクリニッ〒475-0836 0569-22-7780医療法人瑞木会　理事瀧川　健司 平19. 4. 1精   神   心内診療所
     　半田165 ク 半田市青山１－１２－６森ビルⅡ常　勤:    1長　瀧川　健司 組織変更 現存
     ３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769240,166,0 花井クリニック 〒475-0931 0569-24-8713医療法人花井クリニッ花井　俊典 平19. 4. 1ひ   内   診療所
     　半田166 半田市新宮町３－２１２－２ 常　勤:    2ク　理事長　花井　俊 組織変更 現存
     (医       2)典 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770240,167,8 小野整形外科 〒475-0903 0569-22-2525小野　直洋 小野　直洋 平19. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　半田167 半田市出口町１－９６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771240,168,6 中町クリニック 〒475-0855 0569-22-1212医療法人親理会　理事新美　親紀 平19. 4. 1内   消   小  診療所
     　半田168 半田市中町４－１９－１ 常　勤:    1長　新美　親紀 組織変更 リハ 他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772240,169,4 植田医院 〒475-0916 0569-23-3236医療法人昭慈会　理事植田　正昭 平19. 4. 1内   胃   診療所
     　半田169 半田市柊町５－１５－８ 常　勤:    1長　植田　正昭 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773240,170,2 医療法人今泉内科 〒475-0828 0569-22-1137医療法人今泉内科　理今泉　正之 平19. 4. 1内   循   アレ診療所
     　半田170 半田市瑞穂町８－１３－４ 常　勤:    1事長　今泉　正之 組織変更 小   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774240,171,0 杉田医院 〒475-0837 0569-22-0571医療法人アイ・エス・杉田　市朗 平19. 4. 1内   小   循  診療所
     　半田171 半田市有楽町４－１５４－４ 常　勤:    1ケイ　理事長　杉田　 組織変更 現存
     (医       1)市朗 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2775240,173,6 ひいらぎこどもクリニ〒475-0916 0569-25-2555植田　昭仁 植田　昭仁 平19.10. 1小   アレ 診療所
     　半田173 ック 半田市柊町５－１５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776240,175,1 アイクリニック半田 〒475-0922 0569-26-7627中川　孝一 中川　孝一 平21. 5. 1眼   診療所
     　半田175 半田市昭和町２－２４リッチタウ常　勤:    1 新規 現存
     ンＳＡＮＯ１階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777240,177,7 医療法人メディカルユ〒475-0857 0569-24-5808医療法人メディカルユ小坂井　桂市 平21.11. 1眼   診療所
     　半田177 ー　ユーアイクリニッ半田市広小路町１５５クラシティ常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     ク 半田２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778240,179,3 医療法人げんき会　辻〒475-0846 0569-26-2227医療法人げんき会　理辻　祥孝 平22. 4. 1整外 内   リハ診療所
     　半田179 クリニック 半田市栄町３－１４３ 常　勤:    1事長　辻　祥孝 組織変更 外   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779240,180,1 高川クリニック 〒475-0856 0569-21-5531高川　寛子 高川　寛子 平22. 6.10内   眼   消  診療所
     　半田180 半田市更生町１－１２５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780240,182,7 結生クリニック 〒475-0975 0569-20-3777医療法人結生会　理事浦川　有紀 平22.10. 1一般        19診療所
     　半田182 半田市彦洲町４－１６５－１ 常　勤:    1長　浦川　有紀 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28.10. 1皮   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781240,183,5 こころ音メンタルクリ〒475-0859 0569-21-0556医療法人凌霜会　理事小山　栄一 平23. 4. 1心内 精   診療所
     　半田183 ニック 半田市天王町１－５－１ジロービ常　勤:    1長　小山　栄一 組織変更 現存
     ル２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782240,184,3 星崎ちゃや糖尿病内科〒475-0911 0569-23-0808茶谷　貞男 茶谷　貞男 平24. 4. 1内   他   診療所
     　半田184 半田市星崎町３－４６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783240,185,0 あいクリニック 〒475-0078 0569-89-9973新美　忠勝 新美　忠勝 平25. 4. 1内   診療所
     　半田185 半田市新池町２－２０５－１ハイ常　勤:    1 交代 現存
     ツＫＲ　Ａ棟２０２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784240,187,6 平岡医院 〒475-0837 0569-21-6417平岡　英策 平岡　英策 平25. 4. 1外   内   他  診療所
     　半田187 半田市有楽町７－３７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2785240,189,2 キッズランドクリニッ〒475-0857 0569-24-1146医療法人ＫＬＣ　理事新美　直希 平25.10. 1小   アレ 診療所
     　半田189 ク 半田市広小路町１５２－８ 常　勤:    1長　新美　直希 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786240,191,8 くぼた小児科 〒475-0921 0569-21-0634久保田　勤也 久保田　勤也 平26. 4. 1小   他   診療所
     　半田191 半田市天神町５０－２ 常　勤:    2 交代 小児循環器内科現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787240,193,4 医療法人ＯＳＣ　乙川〒475-0062 0569-89-8301医療法人ＯＳＣ　理事佐藤　慎二 平26.11. 1内   呼内 アレ診療所
     　半田193 さとうクリニック 半田市飯森町５８－４ 常　勤:    1長　佐藤　慎二 組織変更 他   小   現存
     (医       1) 平26.11. 1感染症内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788240,194,2 かみいけクリニック 〒475-0015 0569-29-3100新美　和寛 新美　和寛 平27. 4. 1ひ   内   診療所
     　半田194 半田市大高町２－５１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789240,195,9 医療法人社団明星会あ〒475-0828 0569-89-0010医療法人社団明星会　永ノ尾　昭信 平27.10. 1外   内   診療所
     　半田195 おぞらクリニック 半田市瑞穂町８－１２－１２カミ常　勤:    1理事長　久野　菊美 移動 現存
     ヤビル２Ｂ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790240,196,7 せいしろ循環器内科ク〒475-0917 0569-89-7501医療法人せいしろクリ植田　次郎 平27. 8. 1他   内   診療所
     　半田196 リニック 半田市清城町２－６－１８ 常　勤:    1ニック　理事長　植田 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　次郎 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791240,197,5 新美眼科医院 〒475-0851 0569-21-0155新美　雅彦 新美　雅彦 平28. 4. 1眼   診療所
     　半田197 半田市堀崎町１－３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792240,198,3 半田眼科クリニック 〒475-0925 0569-26-5222医療法人双樹会　理事藤野　晋平 平28. 6. 1眼   診療所
     　半田198 半田市宮本町５－３３１－３ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2793240,200,7 おっかわこどもとアレ〒475-0071 0569-20-0415医療法人敬　理事長　磯浦　東 平28. 9. 1小   アレ 内  診療所
     　半田200 ルギーのクリニック 半田市大伝根町１－５－１８ 常　勤:    1磯浦　東 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794240,201,5 一般社団法人半田市医〒475-0002 0569-29-7001一般社団法人半田市医久保田　仁 平29. 7. 1内   放   診療所
     　半田201 師会健康管理センター半田市緑ケ丘３－２－１ 常　勤:    1師会　会長　竹内　一 新規 現存
     　緑ヶ丘支所 (医       1)浩 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795240,202,3 森クリニック 〒475-0857 0569-32-3883医療法人森クリニック森　智弘 平29. 8. 1呼内 アレ 内  診療所
     　半田202 半田市広小路町１５４－１４ 常　勤:    1　理事長　森　智弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796240,203,1 たけうち耳鼻咽喉科 〒475-0842 0569-21-1133医療法人たけうち耳鼻竹内　晋平 平30. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     　半田203 半田市郷中町２－３０－２ 常　勤:    1咽喉科　理事長　竹内 組織変更 現存
     (医       1)　晋平 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797240,204,9 おっかわ耳鼻咽喉科ク〒475-0085 0569-84-0487安藤　健一 安藤　健一 平30. 5. 1耳い アレ 他  診療所
     　半田204 リニック 半田市小神町１６－１４ 常　勤:    1 新規 他：小児耳鼻咽現存
     (医       1) 平30. 5. 1喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798250,016,4 一般財団法人春日会足〒486-0914 0568-31-2195一般財団法人春日会足足立　治夫 昭35. 9. 3療養        60病院
     　春日井16 立病院 春日井市若草通１－１ 常　勤:    4立病院　理事長　足立 内   呼内 他  現存
     (医       4)　治夫 平29. 9. 3外   脳外 リハ
     循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799250,019,8 春日井市民病院 〒486-0804 0568-57-0057春日井市長　伊藤　太渡邊　有三 平10.11.22一般       552地域支援
     (251,019,3) 春日井市鷹来町１－１－１ 常　勤:  137 移動 一般（感染） 病院
     　春日井19 (医     129) 平28.11.22    感Ⅱ     6現存
     (歯       6) 内   他   神内
     (薬       2) 呼内 精   小  
     非常勤:   52 外   整外 形外
     (医      49) 脳外 呼外 心外
     (歯       3) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     麻   歯外 病理
     血・腫内、腎内
     、糖・分泌内、
     消内、循内、血
     管外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2800250,020,6 医療法人同仁会鳥居ク〒486-0844 0568-81-2200医療法人同仁会　理事鳥居　哲也 平 7. 4. 1一般        19診療所
     　春日井20 リニック 春日井市鳥居松町２－３０７ 常　勤:    3長　鳥居　哲也 その他 整外 外   内  現存
     (医       3) 平28. 4. 1他   ひ   皮  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2) 消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801250,065,1 五味耳鼻咽喉科 〒486-0833 0568-81-8608五味　道子 五味　道子 昭43. 4. 1耳   診療所
     　春日井65 春日井市上条町２－１６５－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802250,074,3 長谷川医院 〒480-0305 0568-88-0035長谷川　進 長谷川　進 昭44. 7.20内   皮   ひ  診療所
     　春日井74 春日井市坂下町３－４６９ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803250,081,8 愛知県心身障害者コロ〒480-0392 0568-88-0811愛知県知事　大村　秀吉田　太 昭45. 5. 1一般       230病院
     (251,081,3) ニー中央病院 春日井市神屋町７１３－８ 常　勤:   28章 精神        65現存
     　春日井81 (医      26) 平30. 5. 1内   精   神  
     (歯       2) 小   外   整外
     非常勤:   38 脳外 皮ひ 産婦
     (医      37) 眼   耳い リハ
     (歯       1) 放   病理 麻  
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804250,107,1 小川皮膚科医院 〒487-0035 0568-91-6080小川　豊子 小川　豊子 昭48.10. 1皮   診療所
     　春日井107 春日井市藤山台２－１－１０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805250,110,5 大手外科クリニック 〒486-0807 0568-81-3033山本　武司 山本　武司 昭53. 3. 1内   胃   小  診療所
     　春日井110 春日井市大手町２－７０ 常　勤:    1 外   整外 小外現存
     (医       1) 平29. 3. 1皮   ひ   こう
     形外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806250,115,4 宮本産婦人科皮フ科 〒487-0011 0568-92-0751宮本　金弥 宮本　金弥 昭51. 1. 1皮   産婦 小  診療所
     　春日井115 春日井市中央台５－６－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807250,118,8 吉田小児科 〒487-0023 0568-51-1544吉田　順計 吉田　順計 昭51.12. 1内   小   皮  診療所
     　春日井118 春日井市不二ガ丘１－１０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808250,121,2 飯田医院 〒486-0808 0568-81-3032飯田　重毅 飯田　重毅 昭52. 4. 1内   小   診療所
     　春日井121 春日井市田楽町１６５４ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
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 2809250,124,6 小松原内科 〒480-0305 0568-88-3100小松原　和夫 小松原　和夫 昭53. 4. 1内   胃   小  診療所
     　春日井124 春日井市坂下町５－１２１５－７常　勤:    1 現存
     ４２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810250,133,7 片山内科こどもクリニ〒487-0013 0568-51-0229片山　公美 片山　公美 昭54. 1. 1内   小   診療所
     　春日井133 ック 春日井市高蔵寺町５－１４－１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811250,139,4 ムラセ整形外科 〒486-0836 0568-81-2608村瀬　孝雄 村瀬　孝雄 昭55. 3. 1整外 診療所
     　春日井139 春日井市八事町２－１１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812250,140,2 須賀医院 〒486-0821 0568-81-7155須賀　泰博 須賀　泰博 昭55. 3.26内   消   小  診療所
     　春日井140 春日井市神領町２－１２－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813250,142,8 田代クリニック 〒486-0844 0568-84-1811医療法人恵洲会　理事田代　佳子 平25. 8.19内   心内 ひ  診療所
     　春日井142 春日井市鳥居松町４－２１－１ 常　勤:    2長　田代　正治 移動 リハ 精   現存
     (医       2) 平25. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814250,143,6 同仁医院 〒486-0945 0568-33-6787春山　正大 春山　正大 昭55.10. 1内   呼   胃  診療所
     　春日井143 春日井市勝川町５－１０５ 常　勤:    1 循   小   皮  現存
     (医       1) 平28.10. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815250,147,7 医療法人陽和会春日井〒480-0304 0568-88-0011医療法人陽和会　理事鈴木　治郎 昭56. 4. 1一般        39病院
     　春日井147 リハビリテーション病春日井市神屋町７０６ 常　勤:    7長　福井　雅子 療養       240現存
     院 (医       5) 平29. 4. 1内   精   リハ
     (薬       2)
     非常勤:   22
     (医      19)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816250,158,4 横井内科クリニック 〒486-0946 0568-33-3113横井　勝也 横井　勝也 昭58. 5. 1内   呼   胃  診療所
     　春日井158 春日井市勝川町西２－５ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817250,159,2 タカマ皮膚科 〒486-0844 0568-84-3165高間　弘道 高間　弘道 昭58. 6. 1皮   診療所
     　春日井159 春日井市鳥居松町５－１２－２ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2818250,163,4 青木内科クリニック 〒486-0918 0568-32-6600青木　一 青木　一 昭58.10. 1内   小   皮  診療所
     　春日井163 春日井市如意申町７－１２－１０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819250,167,5 医療法人三仁会　あさ〒486-0819 0568-85-0077医療法人三仁会　理事花村　浩克 平16. 3.20一般        40病院
     　春日井167 ひ病院 春日井市下原町村東２０９０ 常　勤:   10長　花村　浩克 移動 療養        40現存
     (医       9) 平28. 3.20整外 リハ リウ
     (薬       1) 内   神内 形外
     非常勤:   23 放   麻   他  
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820250,171,7 医療法人愛洋会　加藤〒486-0906 0568-31-3361医療法人愛洋会　理事加藤　茂 平 7. 2. 1一般         8診療所
     　春日井171 クリニック 春日井市下屋敷町下屋敷１－２ 常　勤:    2長　加藤　茂 その他 療養        11現存
     (医       2) 平28. 2. 1内   消   循  
     外   整外 皮ひ
     こう リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821250,180,8 医療法人徳洲会　名古〒487-0016 0568-51-8711医療法人徳洲会　理事前田　徹 平26. 4. 1一般       300病院
     (251,180,3) 屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北２－５２ 常　勤:   58長　鈴木　隆夫 移動 療養        50現存
     　春日井180 (医      54) 平26. 4. 1内   他   呼内
     (歯       4) 神内 小   外  
     非常勤:   63 呼外 整外 脳外
     (医      63) 形外 心外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 
     消内、循内、消
     外、緩和ケア外
     、救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822250,183,2 特定医療法人晴和会　〒480-0304 0568-88-0284特定医療法人晴和会　丸井　泰男 平19. 1. 6精神       172病院
     　春日井183 あさひが丘ホスピタル春日井市神屋町地福１２９５－３常　勤:    5理事長　木村　修代 移動 精   心内 現存
     １ (医       4) 平25. 1. 6
     (薬       1)
     非常勤:   19
     (医      18)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823250,185,7 医療法人俊友会渡辺整〒487-0031 0568-88-5000医療法人俊友会　理事渡辺　俊之 昭62. 4. 1一般        19診療所
     　春日井185 形外科 春日井市廻間町６８１－１５９ 常　勤:    1長　渡辺　俊之 内   胃   外  現存
     (医       1) 平29. 4. 1整外 皮   リハ
     非常勤:    1 ひ   リウ 放  
     (医       1)
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 2824250,186,5 医療法人政秀会肛門科〒486-0914 0568-33-7033医療法人政秀会　理事安藤　政男 昭62. 4. 1一般        15診療所
     　春日井186 安藤外科 春日井市若草通３－３９ 常　勤:    2長　安藤　政男 内   胃   小  現存
     (医       2) 平29. 4. 1外   皮   ひ  
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825250,187,3 医療法人啓生会　春日〒486-0928 0568-33-3711医療法人啓生会　理事浅野　浩史 昭62. 4. 1一般        12診療所
     　春日井187 井クリニック 春日井市妙慶町３－２５ 常　勤:    2長　大野　哲夫 内   消   循  現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826250,191,5 谷口内科 〒486-0925 0568-81-1100谷口　直樹 谷口　直樹 昭63. 4. 1内   循   診療所
     　春日井191 春日井市中切町２－１０－６ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827250,192,3 医療法人　さかきばら〒486-0918 0568-33-5005医療法人さかきばらク榊原　一貴 昭63. 4. 1外   内   他  診療所
     　春日井192 クリニック 春日井市如意申町１－１０－１３常　勤:    3リニック　理事長　榊 小外 現存
     (医       2)原　一基 平30. 4. 1胃内、内視鏡内
     (薬       1) 、こう外
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828250,193,1 医療法人医峰会山際ク〒486-0926 0568-33-1233医療法人医峰会　理事山際　加代 昭63. 4. 1内   小   心内診療所
     　春日井193 リニック 春日井市小野町２－７２ 常　勤:    1長　山際　加代 他   麻   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829250,195,6 医療法人吉栄会林医院〒486-0837 0568-81-5005医療法人吉栄会　理事林　浩一 平元. 4. 1内   胃   小  診療所
     　春日井195 春日井市春見町５２－１ 常　勤:    1長　林　浩一 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830250,196,4 医療法人雄志会川瀬医〒486-0914 0568-31-2266医療法人雄志会川瀬医前田　誠司 平元. 4. 1内   外   小  診療所
     　春日井196 院 春日井市若草通２－３２ 常　勤:    4院　理事長　川瀬　治 皮   放   現存
     (医       3)通 平28. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831250,197,2 医療法人光明会平田眼〒486-0845 0568-84-6638医療法人光明会　理事平田　國夫 平元. 9. 1眼   他   診療所
     　春日井197 科 春日井市瑞穂通６－２２－３ 常　勤:    5長　平田　國夫 現存
     (医       5) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2832250,200,4 こどもゆめクリニック〒487-0034 0568-51-3907医療法人聡彩会　理事片山　道弘 平元. 4. 1小   診療所
     　春日井200 春日井市白山町８－２－６ 常　勤:    3長　片山　道弘 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833250,201,2 春日井市休日・平日夜〒486-0804 0568-84-3060春日井市長　伊藤　太井上　義基 平26. 6. 2内   小   外  診療所
     (251,201,7) 間急病診療所 春日井市鷹来町１－１－１ 常　勤:    1 移動 歯   現存
     　春日井201 (医       1) 平26. 6. 2
     非常勤:  242
     (医     124)
     (歯     118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834250,202,0 医療法人社団喜峰会東〒487-0031 0568-88-0568医療法人社団喜峰会　堤　靖彦 平元. 7. 1一般       149病院
     (251,202,5) 海記念病院 春日井市廻間町大洞６８１－４７常　勤:   16理事長　岡山　政由 療養        50現存
     　春日井202 (医      14) 平28. 7. 1内   神内 呼  
     (歯       2) 消   循   リウ
     非常勤:   68 外   整外 脳外
     (医      66) 皮   ひ   眼  
     (歯       2) 耳い 放   リハ
     麻   歯   心外
     他   
     その他は糖尿病
     内科、乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835250,203,8 医療法人梓会岡山整形〒487-0035 0568-91-9488医療法人梓会　理事長岡山　蔦穂 平元. 7. 1整外 内   外  診療所
     　春日井203 外科 春日井市藤山台２－２－６ 常　勤:    1　岡山　蔦穂 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836250,207,9 泌尿器科皮フ科辻村ク〒486-0846 0568-34-0811辻村　俊策 辻村　俊策 平 2. 2. 1ひ   皮   診療所
     　春日井207 リニック 春日井市朝宮町１－１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837250,209,5 鈴木医院 〒486-0807 0568-31-3062鈴木　例 鈴木　例 平 2.11. 1内   小   診療所
     　春日井209 春日井市大手町１０５０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838250,214,5 森永産婦人科 〒486-0836 0568-81-1303医療法人森永産婦人科森永　康文 平23. 9. 5一般        19診療所
     　春日井214 春日井市八事町３－４６ 常　勤:    4　理事長　森永　康文 移動 産   婦   小  現存
     (医       4) 平29. 9. 5
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839250,215,2 アルファクリニック 〒486-0846 0568-34-1166齋藤　洋子 齋藤　洋子 平 3.11. 1婦   他   診療所
     　春日井215 春日井市朝宮町１ー１ー１ 常　勤:    1 女内 現存
     (医       1) 平24.11. 1
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 2840250,216,0 医療法人勝川医院 〒486-0914 0568-31-2308医療法人勝川医院　理鵜飼　正俊 平 4. 4. 1内   小   消  診療所
     　春日井216 春日井市若草通１－１２ 常　勤:    2事長　鵜飼　正俊 呼   循   リハ現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841250,218,6 いわたクリニック 〒486-0842 0568-85-1285岩田　芳郎 岩田　芳郎 平 4. 5. 1内   他   診療所
     　春日井218 春日井市六軒屋町６－１４５ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842250,223,6 灰本クリニック 〒486-0838 0568-85-0567医療法人芍薬会　理事灰本　元 平 4.10. 1内   他   呼内診療所
     　春日井223 春日井市弥生町１－８０ 常　勤:    2長　灰本　元 糖内、消内、循現存
     (医       2) 平28.10. 1内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843250,228,5 高山さとう内科 〒486-0912 0568-33-3103佐藤　俊英 佐藤　俊英 平 5. 7. 1内   呼   リハ診療所
     　春日井228 春日井市高山町２ー９ー７ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844250,231,9 医療法人北浦医院 〒486-0917 0568-32-2222医療法人北浦医院　理北浦　三郎 平 5. 7. 1内   呼   胃  診療所
     　春日井231 春日井市美濃町３－４６ 常　勤:    1事長　北浦　三郎 組織変更 循   小   皮  現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845250,232,7 医療法人中央会中央台〒487-0011 0568-92-2211医療法人中央会　理事服部　芳彦 平 6. 1. 1内   小   皮  診療所
     　春日井232 診療所 春日井市中央台２－３－２　 常　勤:    2長　服部　芳彦 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846250,236,8 徳丸外科 〒486-0852 0568-81-5321徳丸　隆彦 徳丸　隆彦 平 6. 8.18胃   外   皮  診療所
     　春日井236 春日井市下市場町３－５－４ 常　勤:    1 交代 整外 放   現存
     (医       1) 平24. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847250,237,6 内藤内科 〒487-0013 0568-52-3000内藤　耕太郎 内藤　耕太郎 平 6.11. 1内   放   診療所
     　春日井237 春日井市高蔵寺町４ー６ー１２コ常　勤:    1 新規 現存
     スモビル１階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848250,238,4 田中医院 〒487-0011 0568-92-3821田中　稔 田中　稔 平 7. 3. 1内   小   外  診療所
     　春日井238 春日井市中央台５－５－１１ 常　勤:    1 新規 循   消   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2849250,240,0 伊東外科整形外科医院〒487-0025 0568-52-2961伊東　達次 伊東　達次 平 7. 5. 1外   胃   こう診療所
     　春日井240 春日井市出川町２－２９－８ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850250,241,8 小池医院 〒486-0844 0568-56-0050小池　明郎 小池　明郎 平 7. 5. 1内   循   呼  診療所
     　春日井241 春日井市鳥居松町８－１９－１ 常　勤:    1 新規 リハ 麻   小  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851250,242,6 はやし耳鼻咽喉科 〒486-0931 0568-32-3387林　明俊 林　明俊 平 7. 6. 1耳   気食 診療所
     　春日井242 春日井市松新町２－１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852250,246,7 かとう耳鼻咽喉科 〒486-0947 0568-34-4187加藤　薫 加藤　薫 平 8. 4. 1耳い 小   アレ診療所
     　春日井246 春日井市知多町２－１５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853250,247,5 かめざわクリニック 〒486-0817 0568-56-5050亀澤　隆司 亀澤　隆司 平 8. 6. 1麻   内   リハ診療所
     　春日井247 春日井市東野町１０－１２－２ 常　勤:    1 新規 アレ 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854250,248,3 くまい医院 〒486-0928 0568-31-7525隈井　知之 隈井　知之 平 8. 7. 1内   他   小  診療所
     　春日井248 春日井市妙慶町１４８－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855250,250,9 ふく田整形外科 〒486-0846 0568-36-4175福田　博司 福田　博司 平 9. 1. 1整外 リハ 診療所
     　春日井250 春日井市朝宮町２－１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856250,251,7 井上医院 〒486-0901 0568-31-3739井上　義基 井上　義基 平 9. 1. 1内   小   外  診療所
     　春日井251 春日井市牛山町２９６－２１ 常　勤:    1 交代 皮   放   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1リウ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857250,255,8 医療法人双辰会小寺医〒486-0916 0568-31-0877医療法人双辰会　理事小寺　浩 平 9.10. 1内   小   診療所
     　春日井255 院 春日井市八光町３－２５ 常　勤:    1長　小寺　浩 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858250,256,6 医療法人寿和会　鳥山〒487-0034 0568-52-3788医療法人寿和会　理事鳥山　和彦 平11. 5.19内   胃   小  診療所
     　春日井256 内科クリニック 春日井市白山町３－７－６ 常　勤:    1長　鳥山　和彦 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2859250,260,8 こばやし耳鼻咽喉科 〒486-0846 0568-34-4133医療法人こばやし耳鼻小林　武弘 平10. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     　春日井260 春日井市朝宮町１－１－３ 常　勤:    1咽喉科　理事長　小林 組織変更 現存
     (医       1)　武弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860250,263,2 朝倉眼科クリニック 〒486-0846 0568-33-6600朝倉　光太郎 朝倉　光太郎 平10. 4. 1眼   診療所
     　春日井263 春日井市朝宮町１－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861250,265,7 東海中央クリニック 〒486-0943 0568-36-1967李　節 李　節 平18.11.15形外 皮   外  診療所
     　春日井265 春日井市角崎町１０２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.11.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862250,267,3 明子ウェルネス・クリ〒486-0916 0568-31-4358小栗　明子 小栗　明子 平19. 2. 2産婦 診療所
     　春日井267 ニック 春日井市八光町３－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863250,268,1 家田内科 〒486-0807 0568-82-4118医療法人家田内科　理家田　信人 平10.10. 1内   胃   循  診療所
     　春日井268 春日井市大手町３－１－１５ 常　勤:    1事長　家田　信人 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864250,271,5 増田医院 〒486-0955 0568-31-3671増田　恵子 増田　恵子 平11. 4. 1内   小   皮  診療所
     　春日井271 春日井市二子町１－５－６ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865250,273,1 かすがいメンタルクリ〒486-0837 0568-84-8600上島　公洋 上島　公洋 平11. 5. 1精   心内 診療所
     　春日井273 ニック 春日井市春見町５２－９シティイ常　勤:    1 新規 現存
     トウ２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866250,274,9 吉田クリニック 〒486-0856 0568-81-4786吉田　英人 吉田　英人 平11. 4.25外   リハ 内  診療所
     　春日井274 春日井市梅ケ坪町７１－３ 常　勤:    1 交代 他   小   現存
     (医       1) 平29. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867250,275,6 竹内医院 〒486-0851 0568-81-2620竹内　達生 竹内　達生 平11.12. 2内   小   診療所
     　春日井275 春日井市篠木町５－４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2868250,277,2 白山外科クリニック 〒487-0034 0568-51-5552医療法人白山会　理事寺澤　利昭 平12. 1. 1外   整外 消  診療所
     　春日井277 春日井市白山町５－２１－８ 常　勤:    1長　寺澤　利昭 組織変更 他   こう 形外現存
     (医       1) 平30. 1. 1脳外 神内 
     非常勤:    5 血外
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2869250,280,6 やまだ内科クリニック〒486-0911 0568-34-8811山田　博豊 山田　博豊 平12. 6. 1内   小   他  診療所
     　春日井280 春日井市西高山町１ー７ー１７ 常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870250,281,4 医療法人彩明会　林眼〒487-0034 0568-51-3500医療法人彩明会　理事林　博文 平12. 7. 1一般         3診療所
     　春日井281 科クリニック 春日井市白山町５－２－２ 常　勤:    2長　林　博文 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871250,283,0 藤山台診療所 〒487-0035 0568-91-3008秋山　裕子 秋山　裕子 平12.10. 9内   小   消  診療所
     　春日井283 春日井市藤山台３－１－５ 常　勤:    2 交代 アレ 現存
     (医       2) 平24.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872250,285,5 梶田医院 〒486-0802 0568-81-4011岩田　陽子 岩田　陽子 平13. 2. 1小   内   診療所
     　春日井285 春日井市桃山町２－２８１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873250,286,3 和田クリニック 〒487-0021 0568-51-0668医療法人道雄会　理事寺西　映子 平13. 7. 1小   内   アレ診療所
     　春日井286 春日井市東神明町１－５－３ 常　勤:    1長　寺西　映子 組織変更 皮   リハ 放  現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874250,289,7 からき眼科クリニック〒487-0024 0568-53-0777唐木　剛 唐木　剛 平13.10. 1眼   診療所
     　春日井289 春日井市大留町２－１７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875250,291,3 松原クリニック 〒486-0849 0568-86-8880松原　史朗 松原　史朗 平13.10. 1内   循   診療所
     　春日井291 春日井市八田町６－２２－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876250,292,1 たかやまこどもクリニ〒486-0911 0568-35-7501山本　直樹 山本　直樹 平13.11. 1小   診療所
     　春日井292 ック 春日井市西高山町１－７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2877250,296,2 医療法人白山会　白山〒487-0022 0568-52-8030医療法人白山会　理事安田　敬志 平14. 2. 1療養        84病院
     　春日井296 リハビリテーション病春日井市庄名町山之田１０１１－常　勤:    5長　寺澤　利昭 新規 リハ 内   現存
     院 ２５ (医       5) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878250,299,6 整形外科つのだクリニ〒486-0955 0568-33-3552角田　賢二 角田　賢二 平14. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　春日井299 ック 春日井市二子町２－１０－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879250,300,2 きょうかね眼科 〒487-0035 0568-91-1010京兼　郁江 京兼　郁江 平14.10. 1眼   診療所
     　春日井300 春日井市藤山台２－４－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880250,301,0 なかじま皮フ科クリニ〒486-0945 0568-33-6000中嶋　賢 中嶋　賢 平14.11. 1皮   診療所
     　春日井301 ック 春日井市勝川町８－１３勝川駅南常　勤:    1 新規 現存
     口ビル１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881250,302,8 森内科クリニック 〒486-0945 0568-35-3117森　研一 森　研一 平14.11. 1内   小   診療所
     　春日井302 春日井市勝川町８－１３勝川駅南常　勤:    1 新規 現存
     口ビル１階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882250,306,9 医療法人勝川医院分院〒486-0839 0568-89-0015医療法人勝川医院　理浅井　光広 平15. 4. 1内   小   他  診療所
     　春日井306 六軒屋クリニック 春日井市六軒屋町西３－１３－２非常勤:    2事長　鵜飼　正俊 新規 循環器内科 現存
     ０ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883250,307,7 おおのクリニック 〒486-0851 0568-86-2500大野　貴也 大野　貴也 平15. 4. 1外   脳外 整外診療所
     　春日井307 春日井市篠木町６－４－１ 常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884250,308,5 かちがわ眼科クリニッ〒486-0944 0568-36-1212佐藤　之英 佐藤　之英 平15. 5. 1眼   診療所
     　春日井308 ク 春日井市大和通２－２３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885250,309,3 かすがい皮フ科 〒486-0803 0568-87-5678梅村　芳樹 梅村　芳樹 平15. 8. 1皮   診療所
     　春日井309 春日井市西山町３－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2886250,310,1 さとうクリニック 〒486-0851 0568-87-5252佐藤　嘉晃 佐藤　嘉晃 平15. 9. 1内   消   胃  診療所
     　春日井310 春日井市篠木町６－２４５６－１常　勤:    1 新規 皮   小   現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2887250,312,7 そぶえ内科クリニック〒486-0853 0568-87-3600祖父江　雅至 祖父江　雅至 平15.12. 1内   消   循  診療所
     　春日井312 春日井市穴橋町２－１２－１３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888250,313,5 高蔵寺駅前クリニック〒487-0016 0568-53-6565垣内　泰久 垣内　泰久 平16. 1. 1皮   精   心内診療所
     　春日井313 春日井市高蔵寺町北４－１－１リ常　勤:    1 新規 神   内   現存
     ベルタ高蔵寺１階Ａ号室 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889250,314,3 磯部皮膚科医院 〒486-0809 0568-81-8103医療法人磯部皮膚科医磯部　英一 平16. 1. 1皮   診療所
     　春日井314 春日井市町屋町１－４０ 常　勤:    1院　理事長　磯部　英 組織変更 現存
     (医       1)一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890250,316,8 村松クリニック 〒486-0821 0568-87-4680村松　成記 村松　成記 平16. 4. 1精   神   心内診療所
     　春日井316 春日井市神領町２－２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891250,318,4 医療法人三仁会　春日〒486-0817 0568-82-3711医療法人三仁会　理事前田　健博 平16. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　春日井318 井整形外科 春日井市東野町３－１５－１ 常　勤:    1長　花村　浩克 新規 形外 神内 内  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892250,320,0 すずらんクリニック 〒486-0822 0568-84-3101藤脇　佐世子 藤脇　佐世子 平16. 4.20内   診療所
     　春日井320 春日井市熊野町１５１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893250,321,8 医療法人裕心会山内ク〒487-0025 0568-52-1880医療法人裕心会　理事山内　雅子 平16. 4. 1内   小   他  診療所
     　春日井321 リニック 春日井市出川町８－１３－１０ 常　勤:    1長　山内　晶司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894250,322,6 坂井耳鼻咽喉科 〒486-0803 0568-86-3300医療法人邦和会　理事坂井　邦充 平16. 4. 1耳い 小   診療所
     　春日井322 春日井市西山町３－１５－６ 常　勤:    1長　坂井　邦充 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895250,323,4 遠藤整形外科クリニッ〒486-0903 0568-35-6877医療法人誠整会　理事遠藤　誠一 平16. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　春日井323 ク 春日井市前並町１－２－７ 常　勤:    1長　遠藤　誠一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2896250,325,9 医療法人光寿会坂下ク〒480-0305 0568-88-7766医療法人光寿会　理事畑中　勇二 平16. 8. 1内   診療所
     　春日井325 リニック 春日井市坂下町７－７９８－６ 常　勤:    1長　多和田　壽枝 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897250,326,7 はせがわクリニック 〒486-0945 0568-36-8081長谷川　隆 長谷川　隆 平26.11. 1形外 美外 整外診療所
     　春日井326 春日井市勝川町２－１９－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898250,327,5 かちがわこどもクリニ〒486-0927 0568-37-1751平田　英彦 平田　英彦 平27. 2. 1小   アレ 診療所
     　春日井327 ック 春日井市柏井町３－１２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899250,328,3 よしだ内科クリニック〒486-0927 0568-31-3855吉田　英治 吉田　英治 平17. 1. 1内   神内 診療所
     　春日井328 春日井市柏井町１－８３勝川メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル２階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900250,329,1 おくむら耳鼻科クリニ〒487-0016 0568-53-0087奥村　耕司 奥村　耕司 平17. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     　春日井329 ック 春日井市高蔵寺町北１－２０４－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901250,331,7 石川内科クリニック 〒486-0841 0568-87-6800石川　進 石川　進 平17. 2. 1内   消   小  診療所
     　春日井331 春日井市南下原町４－９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902250,334,1 かしわばらクリニック〒486-0913 0568-89-0130市川　篤 市川　篤 平17. 4. 1内   小   アレ診療所
     　春日井334 春日井市柏原町３－２６５ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903250,335,8 医療法人深見医院 〒487-0016 0568-51-0726医療法人深見医院　理深見　泰正 平17. 4. 1内   循   小  診療所
     　春日井335 春日井市高蔵寺町北２－１８ 常　勤:    2事長　深見　泰正 組織変更 呼   消   リハ現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904250,336,6 もりなが耳鼻咽喉科 〒487-0025 0568-52-8733医療法人成医会　理事森永　正文 平17. 4. 1耳い 診療所
     　春日井336 春日井市出川町２－３１－６ 常　勤:    1長　森永　正文 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905250,337,4 久保田脳神経外科クリ〒487-0024 0568-53-0081久保田　鉄也 久保田　鉄也 平18. 9. 1脳外 神内 整外診療所
     　春日井337 ニック 春日井市大留町９－３－２ 常　勤:    1 移動 内   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2906250,338,2 中村耳鼻咽喉科 〒486-0837 0568-89-4187中村　好克 中村　好克 平17. 5. 1耳い アレ 気食診療所
     　春日井338 春日井市春見町４３ 常　勤:    1 新規 精   小   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907250,341,6 医療法人メディカルア〒486-0845 0568-85-4025医療法人メディカルア一尾　多佳子 平17. 7. 1眼   他   診療所
     　春日井341 イケアーとりいまつ眼春日井市瑞穂通６－４ 常　勤:    1イケアー　理事長　加 組織変更 現存
     科 (医       1)藤　洋子 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908250,342,4 堀田おとなこどもクリ〒487-0033 0568-94-5600医療法人優誠会　理事堀田　茂樹 平17. 8. 1消   循   呼  診療所
     　春日井342 ニック 春日井市岩成台５－２－１１ 常　勤:    1長　堀田　茂樹 組織変更 内   小   リハ現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909250,343,2 内田耳鼻咽喉科 〒486-0809 0568-83-2933内田　正紀 内田　正紀 平17. 8.14耳い アレ 気食診療所
     　春日井343 春日井市町屋町１－９７ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平29. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910250,345,7 森永眼科クリニック 〒486-0855 0568-86-5501医療法人森永眼科クリ森永　敏文 平17.10. 1眼   診療所
     　春日井345 春日井市関田町２－１４０ 常　勤:    2ニック　理事長　森永 組織変更 現存
     (医       2)　敏文 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911250,347,3 山﨑眼科 〒486-0956 0568-32-5201山﨑　俊 山﨑　俊 平17.10. 1眼   診療所
     　春日井347 春日井市中新町１－１０－８ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912250,348,1 医療法人メディカルア〒486-0931 0568-36-8886医療法人メディカルア鈴木　育子 平17.12. 1眼   診療所
     　春日井348 イケアー春日井眼科ク春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    1イケアー　理事長　加 新規 現存
     リニック スシティ勝川１番街３階 (医       1)藤　洋子 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913250,350,7 医療法人啓生会春日井〒486-0833 0568-57-2971医療法人啓生会　理事藤沢　和弘 平18. 2. 1一般         6診療所
     　春日井350 セントラルクリニック春日井市上条町１－１７１ 常　勤:    1長　大野　哲夫 新規 内   消   循  現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2914250,351,5 すぎやま耳鼻科クリニ〒486-0931 0568-35-7272杉山　和子 杉山　和子 平18. 3. 1耳い アレ 小  診療所
     　春日井351 ック 春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    1 新規 現存
     スシティ勝川１番街３階　３０３(医       1) 平30. 3. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915250,352,3 かちがわ山内クリニッ〒486-0931 0568-35-6066医療法人裕心会　理事山内　晶司 平18. 3. 1他   外   こう診療所
     　春日井352 ク 春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    1長　山内　晶司 新規 現存
     スシティ勝川１番街４階　４０２(医       1) 平30. 3. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916250,355,6 林内科医院 〒486-0821 0568-85-1112林　初世 林　初世 平20.11.11内   小   診療所
     　春日井355 春日井市神領町２－３０－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917250,356,4 きむらハートクリニッ〒480-0305 0568-88-8550木村　晃久 木村　晃久 平18. 7. 1内   循   呼  診療所
     　春日井356 ク 春日井市坂下町１－１５６１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918250,357,2 山口メンタルクリニッ〒486-0931 0568-35-7532山口　修明 山口　修明 平18. 7. 1精   神   心内診療所
     　春日井357 ク 春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    1 新規 現存
     スシティ勝川１番街４階　４０３(医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919250,358,0 東春病院 〒486-0911 0568-31-6248医療法人医誠会　理事齋藤　隆司 平18.12. 1精神       297病院
     (251,358,5) 春日井市西高山町３－５－１ 常　勤:    7長　谷　幸治 組織変更 精   神   内  現存
     　春日井358 (医       6) 平24.12. 1歯   
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      19)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920250,360,6 なかひがし整形外科皮〒487-0033 0568-95-1555医療法人エヌメディカ中東　康純 平19. 4. 1整外 皮   リハ診療所
     　春日井360 フ科 春日井市岩成台５－２－１２ 常　勤:    2ル　理事長　中東　康 組織変更 リウ アレ 現存
     (医       2)純 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921250,361,4 神領マタニティ 〒486-0829 0568-87-4103医療法人神領マタニテ堀部　進次 平19. 4. 1一般        11診療所
     　春日井361 春日井市堀ノ内町３－７－９ 常　勤:    1ィ　理事長　堀部　進 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)次 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922250,362,2 わかばこどもクリニッ〒486-0824 0568-86-7750医療法人わかばこども若宮　辰嘉 平19. 4. 1小   アレ 他  診療所
     　春日井362 ク 春日井市割塚町５８ドエルマルモ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ３０３　１階 (医       1)若宮　辰嘉 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2923250,364,8 こばやしクリニック 〒486-0957 0568-36-2828小林　徹 小林　徹 平19. 9. 1内   呼   外  診療所
     　春日井364 春日井市中野町２－１４－９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924250,366,3 麻酔科伊藤医院 〒486-0905 0568-36-1300伊藤　弘晃 伊藤　弘晃 平19.10. 1麻   診療所
     　春日井366 春日井市稲口町１－７－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925250,367,1 春日井ファミリー皮フ〒486-0851 0568-56-2227村田　明広 村田　明広 平19.12. 1皮   他   診療所
     　春日井367 科 春日井市篠木町６－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926250,368,9 アベクリニック 〒486-0851 0568-84-6600阿部　陽一郎 阿部　陽一郎 平19.12. 1消   こう 診療所
     　春日井368 春日井市篠木町６－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927250,370,5 医療法人和恵会はやか〒486-0913 0568-83-8777医療法人和恵会鈴木医ハヤカワ・ムネノリ・平20. 3. 1一般         6診療所
     　春日井370 わ・すずきクリニック春日井市柏原町３－１８５ 常　勤:    3院　理事長　早川　宗ルーク 組織変更 耳い 内   神内現存
     (医       3)規 平26. 3. 1小   外   整外
     非常勤:    1 他   リハ 皮  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928250,372,1 かちがわ北病院 〒486-0943 0568-34-1211医療法人北陽会　理事北　昭仁 平20. 4. 1療養        14病院
     　春日井372 春日井市角崎町３－１ 常　勤:    2長　北　昭仁 組織変更 外   内   他  現存
     (医       2) 平26. 4. 1整外 皮   眼  
     非常勤:    9 消内
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929250,374,7 医療法人光寿会　光寿〒486-0819 0568-82-5500医療法人光寿会　理事加藤　清也 平20. 9. 1療養        55病院
     　春日井374 会春日井病院 春日井市下原町萱場１９２０－１常　勤:    3長　多和田　壽枝 組織変更 内   他   リハ現存
     (医       3) 平26. 9. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930250,375,4 いわたキッズクリニッ〒486-0851 0568-85-1355岩田　厚司 岩田　厚司 平20.10. 1小   アレ 診療所
     　春日井375 ク 春日井市篠木町７－４５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931250,379,6 しんまちクリニック 〒486-0816 0568-85-1901安藤　貴浩 安藤　貴浩 平21. 3. 1内   診療所
     　春日井379 春日井市東野新町２－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
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 2932250,381,2 滝川医院 〒486-0927 0568-31-7701瀧川　稔邦 瀧川　稔邦 平21.12. 4内   小   診療所
     　春日井381 春日井市柏井町２－４５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933250,382,0 だんばら内科クリニッ〒486-0901 0568-32-2123檀原　敦 檀原　敦 平29. 4.24内   小   診療所
     　春日井382 ク 春日井市牛山町１２４５－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934250,383,8 浅田レディース勝川ク〒486-0931 0568-35-2203医療法人浅田レディー羽柴　良樹 平22. 6. 1婦   診療所
     　春日井383 リニック 春日井市松新町１－４ルネック５常　勤:    6スクリニック　理事長 組織変更 現存
     階 (医       5)　浅田　義正 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935250,384,6 かとう内科クリニック〒486-0824 0568-84-9511加藤　武志 加藤　武志 平22. 7. 1内   神内 診療所
     　春日井384 春日井市割塚町１９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936250,385,3 たかぎ整形外科・皮フ〒486-0842 0568-86-5539髙木　健太郎 髙木　健太郎 平22. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　春日井385 科 春日井市六軒屋町２－１０ 常　勤:    2 新規 皮   アレ 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937250,387,9 福井産婦人科医院 〒487-0035 0568-91-5220福井　 介 福井　 介 平22.10. 1一般        16診療所
     　春日井387 春日井市藤山台２－１－１２ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938250,388,7 はやかわクリニック 〒486-0852 0568-89-3388医療法人ふたば　理事早川　安幸 平23. 1. 1内   外   他  診療所
     　春日井388 春日井市下市場町６－７－３ 常　勤:    1長　早川　安幸 組織変更 リハ 小   精  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939250,389,5 のじり内科クリニック〒487-0021 0568-52-1151医療法人修医会　理事野尻　修 平23. 3. 1他   小   診療所
     　春日井389 春日井市東神明町４４３ 常　勤:    1長　野尻　修 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940250,392,9 あまの眼科クリニック〒486-0849 0568-56-0002天野　喜仁 天野　喜仁 平23. 5. 1眼   診療所
     　春日井392 春日井市八田町６－２１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941250,393,7 すまいる皮フ科クリニ〒487-0025 0568-52-1341医療法人すまいる皮フ鈴木　有彦 平23. 4. 1皮   診療所
     　春日井393 ック 春日井市出川町３－１４－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　鈴木　有彦 平29. 4. 1
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 2942250,394,5 岩塚クリニック 〒486-0824 0568-81-4133岩塚　和子 岩塚　和子 平23. 7. 1耳い アレ 小  診療所
     　春日井394 春日井市割塚町１４６ 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943250,395,2 成宮医院 〒486-0916 0568-35-6567成宮　千浩 成宮　千浩 平23.10. 1内   外   小  診療所
     　春日井395 春日井市八光町４－８４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944250,397,8 小山クリニック 〒487-0006 0568-48-1112医療法人小山クリニッ小山　浩 平23.10. 1内   外   他  診療所
     　春日井397 春日井市石尾台２－４－１２ 常　勤:    1ク　理事長　小山　浩 組織変更 こう 皮   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945250,398,6 勝川ファミリークリニ〒486-0931 0568-35-5580医療法人ＫＦＣＧ　理北村　和也 平23.11. 1内   小   診療所
     　春日井398 ック 春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    3事長　北村　和也 組織変更 現存
     スシティ勝川一番街４階 (医       3) 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946250,399,4 服部クリニック 〒487-0027 0568-53-0221服部　大哉 服部　大哉 平24. 3. 1整外 リウ 内  診療所
     　春日井399 春日井市松本町１－３－７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947250,400,0 神領ファミリークリニ〒486-0829 0568-85-3070林　雄三 林　雄三 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     　春日井400 ック 春日井市堀ノ内町４－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948250,401,8 医療法人寿和会　産科〒487-0034 0568-51-8222医療法人寿和会　理事鳥山　道依 平24. 4. 1一般         6診療所
     　春日井401 、婦人科七原 春日井市白山町２－３－１ 常　勤:    1長　鳥山　和彦 交代 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949250,402,6 出川もりクリニック 〒487-0025 0568-52-0007森　俊之 森　俊之 平24. 8. 1一般         4診療所
     　春日井402 春日井市出川町５－２５－６ 常　勤:    1 新規 内   他   アレ現存
     (医       1) 平24. 8. 1小   心内 精  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950250,404,2 さくら小児科・アレル〒486-0842 0568-41-8400松本　信高 松本　信高 平24.10. 1小   アレ 診療所
     　春日井404 ギー科 春日井市六軒屋町１－１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2951250,406,7 石黒内科クリニック 〒486-0846 0568-89-3335医療法人石黒内科クリ石黒　哲也 平25. 4. 1内   小   リハ診療所
     　春日井406 春日井市朝宮町１－１１－１ 常　勤:    1ニック　理事長　石黒 組織変更 現存
     (医       1)　哲也 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952250,408,3 いとう内科クリニック〒486-0805 0568-82-2300医療法人いとう内科ク伊藤　雄介 平25.10. 1内   他   リハ診療所
     　春日井408 春日井市岩野町２－６－１ 常　勤:    1リニック　理事長　伊 組織変更 小   現存
     (医       1)藤　雄介 平25.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953250,409,1 勝川三宅眼科 〒486-0927 0568-85-3111三宅　太一郎 三宅　太一郎 平25.12. 1眼   診療所
     　春日井409 春日井市柏井町３－９２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954250,411,7 きたしろ整形外科 〒486-0814 0568-81-8101榊原　基展 榊原　基展 平26. 3. 1整外 リハ 診療所
     　春日井411 春日井市北城町４－１５２１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955250,412,5 みのりクリニック小児〒486-0916 0568-31-6001山田　伸治 山田　伸治 平26. 5. 1小   アレ 診療所
     　春日井412 科アレルギー科 春日井市八光町４－４４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956250,413,3 朝宮こどもクリニック〒486-0913 0568-56-0070安　在根 安　在根 平26. 5. 2小   内   診療所
     　春日井413 春日井市柏原町５－８７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957250,414,1 医療法人宏生会　高森〒487-0032 0568-91-0200医療法人宏生会　理事河邉　達夫 平26. 6. 1療養       160病院
     　春日井414 台病院 春日井市高森台４－４－５０ 常　勤:    4長　河邉　達夫 新規 内   リハ 現存
     (医       4) 平26. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958250,415,8 春見あおいクリニック〒486-0837 0568-85-5055種田　靖久 種田　靖久 平26.10. 1内   他   外  診療所
     　春日井415 春日井市春見町５６－５ 常　勤:    1 新規 消化器内科、肛現存
     (医       1) 平26.10. 1門外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959250,416,6 Ｋファミリークリニッ〒486-0947 0568-35-5001加藤　幸正 加藤　幸正 平26.10. 1内   他   小  診療所
     　春日井416 ク 春日井市知多町３－８ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2960250,417,4 竹村整形外科クリニッ〒486-0969 0568-31-8234竹村　隆志 竹村　隆志 平27. 1. 3整外 リハ 外  診療所
     　春日井417 ク 春日井市味美白山町１－４－１７常　勤:    1 交代 ひ   リウ 内  現存
     (医       1) 平27. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961250,418,2 医療法人雄峰会　まの〒486-0931 0568-36-0303医療法人雄峰会　理事眞野　由紀雄 平27. 5. 1一般        19診療所
     　春日井418 ウィメンズクリニック春日井市松新町２－５ 常　勤:    2長　眞野　紀雄 新規 産   婦   小  現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962250,420,8 内科眼科ゆたかクリニ〒486-0968 0568-34-0303医療法人内科眼科ゆた近藤　豊 平27. 4. 1内   他   眼  診療所
     　春日井420 ック 春日井市味美町３－６９ 常　勤:    2かクリニック　理事長 組織変更 小   現存
     (医       2)　近藤　豊 平27. 4. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963250,421,6 やないクリニック 〒486-0841 0568-84-3300矢内　良昌 矢内　良昌 平27.12. 1ひ   内   皮  診療所
     　春日井421 春日井市南下原町２－２－１５ 常　勤:    2 新規 麻   現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964250,423,2 浅野眼科クリニック 〒486-0841 0568-83-0008医療法人誠真会　理事浅野　真也 平28. 1. 1眼   診療所
     　春日井423 春日井市南下原町４－９－６ 常　勤:    1長　浅野　真也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965250,424,0 岩成台診療所 〒487-0033 0568-91-0743神間　修 神間　修 平28. 1.30内   他   小  診療所
     　春日井424 春日井市岩成台６－２－３岩成台常　勤:    1 交代 他は、消化器内現存
     団地１９棟１ (医       1) 平28. 1.30科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966250,425,7 眼科山田クリニック 〒487-0031 0568-88-1418山田　潔 山田　潔 平28. 3. 1眼   診療所
     　春日井425 春日井市廻間町大洞６８１－１５常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967250,426,5 白雪リハビリクリニッ〒486-0932 0568-37-2662社会福祉法人仁成会　岡島　弘 平28. 4. 1内   皮   リハ診療所
     　春日井426 ク 春日井市松河戸町３－８－７ 常　勤:    1理事長　中井　清美 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968250,427,3 まきのファミリークリ〒487-0033 0568-93-6080牧野　景子 牧野　景子 平28. 9. 1他   精   心内診療所
     　春日井427 ニック 春日井市岩成台１０－２－９ 常　勤:    1 新規 他は、児童精神現存
     (医       1) 平28. 9. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2969250,428,1 訪問診療所　下島 〒486-0928 0568-32-9902下島　卓弥 下島　卓弥 平28. 9. 1内   小   診療所
     　春日井428 春日井市妙慶町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970250,429,9 勝川脳神経クリニック〒486-0941 0568-33-2277青山　国広 青山　国広 平28.10. 1脳外 神内 リハ診療所
     　春日井429 春日井市勝川新町２－１５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971250,430,7 アイクリニック春日井〒486-0927 0568-56-2080中島　崇太 中島　崇太 平28.10. 1眼   診療所
     　春日井430 春日井市柏井町４－１７イオン春常　勤:    1 交代 現存
     日井２階 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972250,431,5 たけだクリニック整形〒486-0926 0568-82-8808医療法人樹心会　理事武田　秀夫 平28.10. 1整外 内   皮  診療所
     　春日井431 外科・内科 春日井市小野町５－８９－６ 常　勤:    1長　武田　秀夫 組織変更 他   脳外 リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1心臓
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973250,432,3 めぐみクリニック 〒486-0821 0568-82-1241医療法人愛護恵栄会　塚本　恵 平28.11. 1皮   外   診療所
     　春日井432 春日井市神領町２－２０－１ 常　勤:    1理事長　塚本　恵 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974250,433,1 みやこ内科クリニック〒486-0918 0568-27-7677石黒　裕一郎 石黒　裕一郎 平29. 2. 1内   アレ 他  診療所
     　春日井433 春日井市如意申町６－１－１０ 常　勤:    1 新規 他は漢方内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975250,434,9 耳鼻咽喉科まつだクリ〒486-0851 0568-86-4133医療法人耳鼻咽喉科ま松田　太志 平29. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     　春日井434 ニック 春日井市篠木町６－２－４ 常　勤:    1つだクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　松田　太志 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976250,435,6 春日井リハビリテーシ〒480-0304 0568-88-0033医療法人陽和会　理事福井　雅子 平29. 7. 1内   他   リハ診療所
     　春日井435 ョン病院附属クリニッ春日井市神屋町７０６ 常　勤:    2長　福井　雅子 新規 整外 皮   脳外現存
     ク (医       2) 平29. 7. 1精   心内 神内
     非常勤:   18 循内、消内、乳
     (医      18) 外、ペイン内、
     漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977250,436,4 まつした整形外科 〒486-0851 0568-82-0333医療法人まつした　理松下　廉 平29. 7. 1整外 リハ 診療所
     　春日井436 春日井市篠木町２－６－１ 常　勤:    1事長　松下　廉 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 2978250,437,2 あいち心身クリニック〒486-0825 0568-56-0500医療法人向陽会　理事曽場尾　勇司 平29. 7. 1心内 精   診療所
     　春日井437 春日井市中央通１－８８駅前第３常　勤:    1長　曽場尾　勇司 組織変更 現存
     共同ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979250,439,8 かちがわ心と体のクリ〒486-0927 0568-32-3200医療法人淳心会　理事加藤　淳也 平29. 8. 1精   心内 診療所
     　春日井439 ニック 春日井市柏井町１－１０１ 常　勤:    1長　加藤　淳也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980250,441,4 寺西心臓血管クリニッ〒486-0841 0568-82-0484寺西　克仁 寺西　克仁 平29.10. 1内   他   心外診療所
     　春日井441 ク 春日井市南下原町４－８－４ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平29.10. 1他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981250,442,2 青山クリニック 〒486-0842 0568-83-9500青山　徹 青山　徹 平29.10. 1内   他   皮  診療所
     　春日井442 春日井市六軒屋町１－９ 常　勤:    3 交代 外   現存
     (医       3) 平29.10. 1他は循環器内科
     、美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982250,443,0 いわい皮フ科クリニッ〒486-0958 0568-31-2037岩井　昭樹 岩井　昭樹 平30. 1. 1皮   他   アレ診療所
     　春日井443 ク 春日井市西本町１－８－３ 常　勤:    2 交代 他：小皮、美皮現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983250,444,8 にしむら泌尿器科内科〒486-0852 0568-57-2424西村　達弥 西村　達弥 平30. 1. 1ひ   内   診療所
     　春日井444 クリニック 春日井市下市場町４－１３－１２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984250,445,5 岡島内科 〒486-0926 0568-83-5855岡島　由樹 岡島　由樹 平30. 1. 1内   他   小  診療所
     　春日井445 春日井市小野町６－２９ 常　勤:    2 交代 他：循内、糖内現存
     (医       2) 平30. 1. 1、内分内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985250,446,3 田島クリニック 〒487-0006 0568-95-0233田島　義孝 田島　義孝 平30. 1. 1内   診療所
     　春日井446 春日井市石尾台５－８－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986250,447,1 かちがわ整形外科 〒486-0929 0568-31-1177梶田　哲史 梶田　哲史 平30. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     　春日井447 春日井市旭町４－２２ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987250,448,9 かすがいマタニティク〒486-0903 0568-36-0301医療法人大林会　理事大林　伸太郎 平30. 3. 1一般 診療所
     　春日井448 リニック 春日井市前並町東屋敷１０３ 常　勤:    3長　大林　伸太郎 組織変更     一般    19現存
     (医       3) 平30. 3. 1産婦 小   
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
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 2988250,449,7 産婦人科かたのクリニ〒487-0025 0568-51-1448片野　衣江 片野　衣江 平30. 5. 1産婦 診療所
     　春日井449 ック 春日井市出川町５－８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989260,008,9 渡辺マタニティークリ〒442-0826 0533-85-3511医療法人愛世会　理事渡辺　紘一 平13. 7. 1一般        11診療所
     　豊川8 ニック 豊川市牛久保町城跡３６ 常　勤:    2長　渡辺　紘一 その他 産婦 小   現存
     (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990260,010,5 豊川市民病院 〒442-8561 0533-86-1111豊川市長　山脇　実 西田　勉 平25. 5. 1一般       454病院
     (261,010,0) 豊川市八幡町野路２３ 常　勤:  135 移動 結核         8現存
     　豊川10 (医     108) 平25. 5. 1精神        65
     (歯       4) 他   呼内 神内
     (薬      23) 外   呼外 脳外
     非常勤:   50 小外 整外 形外
     (医      46) 精   リウ 小  
     (歯       4) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   歯外
     病理 
     総内、消内、循
     内、腎内、血内
     、糖尿・内分泌
     内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991260,026,1 伊藤医院 〒442-0824 0533-86-2637伊藤　典康 伊藤　典康 昭39.10. 4内   耳   診療所
     　豊川26 豊川市下長山町中屋敷１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992260,040,2 共立荻野病院 〒442-0812 0533-86-2161医療法人共立荻野病院荻野　鉄人 平12. 8. 1療養        89病院
     　豊川40 豊川市三上町雨谷口３２ 常　勤:    2　理事長　荻野　鉄人 移動 内   胃   アレ現存
     (医       2) 平24. 8. 1リハ 
     非常勤:    3 ．
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993260,044,4 国府病院 〒442-0856 0533-88-2611医療法人仁斎会　理事大谷　享 昭43. 2. 1療養        46病院
     　豊川44 豊川市久保町葉善寺３６－１ 常　勤:    5長　大谷　享 内   他   外  現存
     (医       4) 平28. 2. 1整外 皮   眼  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   13
     (医      12)
     (薬       1)
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 2994260,045,1 みねた医院 〒442-0052 0533-86-7316峯田　孟 峯田　孟 昭41. 4. 1内   皮   リハ診療所
     　豊川45 豊川市金屋本町３－５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995260,055,0 岡田クリニック 〒442-0888 0533-85-3251岡田　達郎 岡田　達郎 平元.12. 1一般    診療所
     　豊川55 豊川市千歳通４－１９－２ 常　勤:    2 ひ   消   内  現存
     (医       2) 平28.12. 1外   形外 皮  
     小   アレ 胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996260,061,8 今泉医院 〒442-0879 0533-85-5571今泉　昌明 今泉　昌明 平19. 3. 1婦   内   小  診療所
     　豊川61 豊川市萩山町１－３２ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997260,067,5 医療法人　桃源堂後藤〒442-0027 0533-86-8166医療法人桃源堂後藤病後藤　学 昭49.10. 1一般        30病院
     (261,067,0) 病院 豊川市桜木通４－１０－２ 常　勤:    9院　理事長　後藤　有 整外 麻   リハ療養病床
     　豊川67 (医       5)三 平28.10. 1リウ 内   形外現存
     (歯       2) 歯   歯外 
     (薬       2)
     非常勤:   10
     (医       6)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998260,073,3 星野医院 〒442-0826 05338-6-2040星野　正純 星野　正純 昭56. 1. 1一般    診療所
     　豊川73 豊川市牛久保町常盤５９－１ 常　勤:    1 内   外   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999260,074,1 豊川市休日夜間急病診〒442-0879 0533-89-0610豊川市長　山脇　実 竹本　正興 昭56. 4. 1内   小   診療所
     　豊川74 療所 豊川市萩山町３－７７－１，７７常　勤:    1 現存
     －７ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   66
     (医      43)
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000260,077,4 医療法人鳳紀会可知病〒442-0854 0533-88-3331医療法人鳳紀会　理事可知　裕章 昭57. 4. 1療養        60病院
     　豊川77 院 豊川市国府町桜田１５－１ 常　勤:    8長　可知　裕章 リハ 整外 小  現存
     (医       7) 平30. 4. 1内   外   精  
     (薬       1) 心内 形外 リウ
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3001260,081,6 医療法人宝美会　豊川〒442-0827 0533-86-8125医療法人宝美会　理事松井　俊和 平12. 4. 1療養       275病院
     　豊川81 青山病院 豊川市西島町中井３３－１ 常　勤:    6長　牧野　政子 移動 内   リハ 現存
     (医       5) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002260,091,5 医療法人中村医院 〒442-0844 0533-89-1666医療法人中村医院　理中村　茂義 昭63.11. 1内   循   小  診療所
     　豊川91 豊川市小田渕町下垂７７ 常　勤:    1事長　中村　茂義 皮   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003260,092,3 医療法人　聖俊会　樋〒442-0068 0533-86-8131医療法人聖俊会　理事樋口　俊寛 平30. 1.12療養        43病院
     　豊川92 口病院 豊川市諏訪２－１４５ 常　勤:    2長　樋口　俊寛 移動 他   外   こう現存
     (医       2) 平30. 1.12整外 皮   リハ
     非常勤:    8 他：消内、循内
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004260,094,9 医療法人高橋医院 〒442-0031 0533-86-2507医療法人高橋医院　理高橋　齊夫 平 2. 9. 1内   呼   消  診療所
     　豊川94 豊川市豊川西町３６ 常　勤:    1事長　高橋　斉夫 循   小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005260,099,8 医療法人ハウト会加藤〒442-0842 0533-85-7676医療法人ハウト会　理加藤　武久 平 2.11. 1皮   診療所
     　豊川99 皮フ科クリニック 豊川市蔵子７－１５－５ 常　勤:    1事長　加藤　武久 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006260,100,4 湯浅眼科 〒442-0888 0533-86-0016医療法人ヒユーマン　湯浅　英治 平 2.11. 1一般    診療所
     　豊川100 豊川市千歳通り４－８－１ 常　勤:    1理事長　湯浅　英治 眼   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007260,102,0 医療法人信愛会大石医〒442-0854 0533-88-2235医療法人信愛会　理事太田　俊介 平 3. 7. 1内   外   小  診療所
     　豊川102 院 豊川市国府町流霞１０３ 常　勤:    2長　大石　明宣 他   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008260,104,6 鈴木耳鼻咽喉科 〒442-0854 0533-87-4133鈴木　昭男 鈴木　昭男 平 3.11. 1耳い 小   診療所
     　豊川104 豊川市国府町桜田７６－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009260,109,5 医療法人ピープル田中〒442-0857 0533-89-4600医療法人ピープル　理田中　裕二 平 6. 1. 1内   消   診療所
     　豊川109 内科医院 豊川市八幡町鐘鋳場１００ 常　勤:    1事長　田中　裕二 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 3010260,111,1 医療法人おおにしこど〒442-0842 0533-85-1611医療法人おおにしこど大西　正純 平 6. 1. 1小   アレ 診療所
     　豊川111 もクリニック 豊川市蔵子６－１１－１５ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大西　正純 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011260,117,8 有木眼科クリニック 〒442-0045 0533-86-1888有木　仁之 有木　仁之 平 7.12. 1一般         6診療所
     　豊川117 豊川市駅前通２－９５ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012260,118,6 福田内科 〒442-0006 0533-86-6116医療法人福田内科　理福田　成俊 平 8.10. 1内   診療所
     　豊川118 豊川市三蔵子町大道７９－１ 常　勤:    1事長　福田　成俊 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013260,119,4 井上医院 〒442-0062 0533-89-9966医療法人　鴨和会　理井上　和彦 平 9. 1. 1ひ   内   小  診療所
     　豊川119 豊川市本野町北貝津８ 常　勤:    1事長　井上　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014260,124,4 こざわ小児科 〒442-0024 0533-85-3777医療法人こざわ小児科小澤　徹 平10. 1. 1小   アレ 診療所
     　豊川124 豊川市西豊町３－８ 常　勤:    1　理事長　小澤　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015260,126,9 やまざき眼科クリニッ〒442-0856 0533-82-4000山崎　淳 山崎　淳 平10. 7. 1眼   診療所
     　豊川126 ク 豊川市久保町小深田９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016260,128,5 星野内科・消化器科ク〒442-0062 0533-82-3262星野　信 星野　信 平10. 9. 1内   消   診療所
     　豊川128 リニック 豊川市本野町北貝津２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017260,129,3 医療法人髙和皮フ科 〒442-0826 0533-89-0882医療法人髙和皮フ科　髙和　誉人 平12. 5.17皮   診療所
     　豊川129 豊川市牛久保町岸下４９－１ 常　勤:    1理事長　髙和　誉人 移動 現存
     (医       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018260,133,5 医療法人堀江整形外科〒442-0842 0533-85-2121医療法人堀江整形外科堀江　康夫 平11. 1. 1整外 リハ 外  診療所
     　豊川133 クリニック 豊川市蔵子６－１５－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リウ 現存
     (医       1)堀江　康夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019260,137,6 ささき整形外科クリニ〒442-0805 0533-83-3377佐々木　哲 佐々木　哲 平11. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊川137 ック 豊川市三谷原町郷中１２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3020260,140,0 医療法人信雅会宮地病〒442-0033 0533-86-7171医療法人信雅会　理事宮地　雅也 平11.10. 1一般        26病院
     　豊川140 院 豊川市豊川町伊呂通４０ 常　勤:    5長　宮地　雅也 組織変更 療養        26現存
     (医       4) 平29.10. 1整外 リハ 
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021260,142,6 医療法人憲成会皆藤ク〒442-0036 0533-86-3300医療法人憲成会　理事皆藤　憲 平12. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊川142 リニック 豊川市豊川栄町２０ 常　勤:    1長　皆藤　憲 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022260,143,4 よしおか眼科クリニッ〒442-0876 0533-82-3001吉岡　均 吉岡　均 平12. 5. 1一般         6診療所
     　豊川143 ク 豊川市中部町２－３２－２ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023260,144,2 おぎの耳鼻咽喉科 〒442-0047 0533-82-1182荻野　哲史 荻野　哲史 平12. 6. 1耳   診療所
     　豊川144 豊川市若宮町４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024260,146,7 ふくとみクリニック 〒441-0211 0533-82-4150医療法人ふくとみクリ福富　達也 平13. 1. 1内   他   小  診療所
     　豊川146 豊川市御油町欠下１１－１ 常　勤:    1ニック　理事長　福富 組織変更 現存
     (医       1)　達也 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025260,147,5 たけだクリニック 〒442-0033 0533-83-3730医療法人たけだクリニ武田　正志 平24.10. 1内   他   アレ診療所
     　豊川147 豊川市東三河都市計画事業豊川駅常　勤:    1ック　理事長　武田　 移動 小   現存
     東土地区画整理事業５１街区画地(医       1)正志 平24.10. 1
     番号１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026260,151,7 医療法人ささき小児科〒442-0051 0533-86-9516医療法人ささき小児科佐々木　俊也 平13. 9.17小   アレ 診療所
     　豊川151 豊川市中央通３－６－３ 常　勤:    1　理事長　佐々木　俊 組織変更 現存
     (医       1)也 平25. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027260,152,5 かとう内科医院 〒442-0851 0533-85-1655加藤　雅也 加藤　雅也 平13.10. 1内   診療所
     　豊川152 豊川市野口町道下５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028260,153,3 医療法人佐々木皮フ科〒442-0052 0533-82-3285医療法人佐々木皮フ科佐々木　英也 平13.10. 1皮   診療所
     　豊川153 豊川市金屋本町３－１６ 常　勤:    1　理事長　佐々木　英 組織変更 現存
     (医       1)也 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3029260,156,6 医療法人社団卓和会　〒442-0013 0533-80-2111医療法人社団卓和会　岩井　勝 平14. 5. 1内   小   呼内診療所
     　豊川156 しらゆりクリニック 豊川市大堀町７７ 常　勤:    2理事長　井波　修 新規 他   現存
     (医       2) 平26. 5. 1消内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030260,160,8 いとう内科 〒442-0856 0533-87-2610伊藤　久芳 伊藤　久芳 平14. 9. 1内   消   診療所
     　豊川160 豊川市久保町棒田２６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031260,161,6 池田内科循環器科 〒442-0045 0533-80-5566池田　浩志郎 池田　浩志郎 平14.11. 1内   循   診療所
     　豊川161 豊川市駅前通３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032260,162,4 野本医院 〒442-0879 0533-86-4037野本　和孝 野本　和孝 平15. 1. 1内   胃   外  診療所
     　豊川162 豊川市萩山町３－６－２ 常　勤:    1 交代 リハ 小   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033260,163,2 とみた内科 〒442-0809 0533-80-2525冨田　博司 冨田　博司 平15. 7. 1内   呼   アレ診療所
     　豊川163 豊川市大橋町２－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034260,164,0 飛田医院 〒442-0854 0533-88-5211飛田　卓吉 飛田　卓吉 平15. 9. 1婦   内   診療所
     　豊川164 豊川市国府町中道１２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035260,165,7 豊川メイツクリニック〒442-0857 0533-88-8111医療法人社団三遠メデ三木　祐介 平27. 6. 8他   診療所
     　豊川165 豊川市八幡町上宿９９－３ 常　勤:    1ィメイツ　理事長　小 移動 現存
     (医       1)池　茂文 平27. 6. 8
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036260,169,9 大橋医院 〒442-0028 0533-86-2354大橋　茂樹 大橋　茂樹 平17.11. 1内   胃   小  診療所
     　豊川169 豊川市東桜木町８８ 常　勤:    4 交代 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037260,173,1 医療法人安形医院 〒441-1231 0533-93-4811医療法人安形医院　理安形　俊久 平元.11. 1内   外   整外診療所
     　豊川173 豊川市一宮町泉１４０ 常　勤:    2事長　安形　俊久 他   小   リハ現存
     (医       2) 平28.11. 1消内、こう外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3038260,174,9 医療法人今泉医院 〒441-1231 0533-93-2040医療法人今泉医院　理今泉　文雄 平 2. 1. 1一般    診療所
     　豊川174 豊川市一宮町宮前４２ 事長　今泉　昌久 内   小   外  休止
     平29. 1. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039260,176,4 医療法人ユタカ医院 〒441-1205 0533-93-6515医療法人ユタカ医院　樋口　禮治 平 5.10. 1内   小   皮  診療所
     　豊川176 豊川市大木町鑓水４０２－１ 常　勤:    1理事長　樋口　禮治 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040260,177,2 今泉アイクリニック 〒441-1231 0533-93-6082今泉　征子 今泉　征子 平10. 3. 1眼   内   神内診療所
     　豊川177 豊川市一宮町錦２ 常　勤:    1 移動 皮   リハ 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041260,178,0 一宮クリニック 〒441-1201 0533-93-1477医療法人寿泉会今泉病今泉　有美子 平 9. 6. 1内   外   整外診療所
     　豊川178 豊川市東上町松本１０４－２ 常　勤:    1院　理事長　今泉　強 新規 リハ 循   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042260,180,6 日吉整形外科クリニッ〒442-0846 0533-82-2110医療法人クーラエトサ日吉　充 平18. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊川180 ク 豊川市森１－１３６ 常　勤:    1ーナ　理事長　日吉　 組織変更 現存
     (医       1)充 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043260,181,4 武田整形外科 〒442-0826 0533-89-0288医療法人武田整形外科武田　匡弘 平18. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊川181 豊川市牛久保町高原１４３ 常　勤:    1　理事長　武田　匡弘 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044260,183,0 こじま内科クリニック〒442-0857 0533-87-0088小島　章弘 小島　章弘 平18.11. 1内   神内 小  診療所
     　豊川183 豊川市八幡町上宿７５－５ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045260,184,8 豊川アイクリニック 〒442-0826 0533-84-3880医療法人メディカルワ林　英哲 平19. 3. 1眼   診療所
     　豊川184 豊川市牛久保町城下６８－１ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 新規 現存
     (医       1)史 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046260,185,5 医療法人大原医院 〒442-0874 0533-86-8785医療法人大原医院　理大原　紀予章 平19. 4. 1一般        19診療所
     　豊川185 豊川市松久町２－１－２ 常　勤:    1事長　大原　教知可 組織変更 内   他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047260,186,3 医療法人堀内クリニッ〒441-0203 0533-88-5785医療法人堀内クリニッ堀内　郁文 平元.11. 1外   内   胃  診療所
     　豊川186 ク 豊川市長沢町向谷８４ 常　勤:    1ク　理事長　堀内　郁 こう 整外 循  現存
     (医       1)文 平28.11. 1皮ひ リハ 
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 3048260,188,9 医療法人公正会御津南〒441-0311 0533-75-3107医療法人公正会　理事山本　正勝 平 7. 4. 1内   小   リハ診療所
     　豊川188 医院 豊川市御津町御馬膳田１０３－３常　勤:    1長　山本　正勝 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049260,189,7 弥田内科 〒441-0315 0533-76-2407弥田　淺男 弥田　淺男 平28.10.11内   他   呼内診療所
     　豊川189 豊川市御津町大草西郷３１－１ 常　勤:    2 移動 他は循環器内科現存
     (医       2) 平28.10.11、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050260,191,3 医療法人社団卓和会　〒441-0312 0533-76-3220医療法人社団卓和会　松本　晴廣 平12. 4. 1内   小   皮  診療所
     　豊川191 ユリクリニック 豊川市御津町西方広田４９ 非常勤:    7理事長　井波　修 組織変更 他   呼内 外  現存
     (医       7) 平30. 4. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051260,192,1 たけもとクリニック 〒441-0321 0533-77-1100竹本　正興 竹本　正興 平16. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     　豊川192 豊川市御津町広石小城前５４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052260,193,9 御津クリニック 〒441-0321 0533-76-4320医療法人御津クリニッ鈴木　解 平18. 4. 1内   脳外 診療所
     　豊川193 豊川市御津町広石船津１１－５ 常　勤:    1ク　理事長　鈴木　解 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053260,194,7 おぜき整形外科 〒441-0312 0533-77-1212医療法人おぜき整形外小関　孝夫 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊川194 豊川市御津町西方広田５２－１ 常　勤:    1科　理事長　小関　孝 組織変更 現存
     (医       1)夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054260,195,4 藤澤フラウエンクリニ〒442-0839 0533-84-1180医療法人藤澤フラウエ藤澤　知 平20.12.25産   婦   リハ診療所
     　豊川195 ク 豊川市四ツ谷町２－５３ 常　勤:    1ンクリニク　理事長　 組織変更 他   心内 精  現存
     (医       1)藤澤　知 平26.12.25美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055260,197,0 いたや耳鼻咽喉科 〒442-0811 0533-89-8733医療法人いたや耳鼻咽板谷　雅恵 平21.10. 1耳い 診療所
     　豊川197 豊川市馬場町薬師７３ 常　勤:    1喉科　理事長　板谷　 組織変更 現存
     (医       1)雅恵 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056260,201,0 医療法人佐藤医院 〒441-0105 0533-72-2513医療法人佐藤医院　理佐藤　雄一 平元. 9. 1内   小   診療所
     　豊川201 豊川市伊奈町前山１－１７４ 常　勤:    1事長　佐藤　日出夫 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057260,202,8 クリニックすみた 〒441-0105 0533-78-2255医療法人平寿会　理事隅田　英憲 平 8.10. 1内   他   小  診療所
     　豊川202 豊川市伊奈町南山新田３０５－１常　勤:    2長　隅田　一興 組織変更 消内、糖内 現存
     ２ (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3058260,203,6 総合青山病院 〒441-0103 0533-73-3777医療法人宝美会　理事小森　義之 平20.11. 1一般       137病院
     (261,203,1) 豊川市小坂井町道地１００－１ 常　勤:   32長　牧野　政子 新規 療養        93現存
     　豊川203 (医      29) 平26.11. 1内   神内 呼内
     (歯       2) 他   小   外  
     (薬       1) 整外 脳外 皮  
     非常勤:   63 ひ   婦   眼  
     (医      60) 耳い 放   麻  
     (歯       3) リハ 歯外 
     消内、循内、腎
     内、漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059260,204,4 あけぼの町耳鼻咽喉科〒442-0011 0533-83-3341熊切　健一 熊切　健一 平22. 4. 1耳い 診療所
     　豊川204 豊川市東曙町２６３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060260,206,9 とりやまクリニック 〒442-0841 0533-80-2850鳥山　隆之 鳥山　隆之 平23. 4. 1内   他   診療所
     　豊川206 豊川市代田町１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061260,207,7 内藤メンタルクリニッ〒442-0884 0533-82-1556医療法人こころ　理事内藤　泰宏 平24. 4. 2精   心内 内  診療所
     　豊川207 ク 豊川市光明町１－３４－１ 常　勤:    1長　内藤　泰宏 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062260,209,3 医療法人鳳紀会大崎整〒442-0007 0533-84-8261医療法人鳳紀会　理事長原　正静 平24. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊川209 形リハビリクリニック豊川市大崎町下金居場５８ 常　勤:    1長　可知　裕章 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063260,211,9 いたづ内科クリニック〒442-0851 0533-80-3355医療法人いたづ内科ク板津　一平 平25. 4. 1内   他   小  診療所
     　豊川211 豊川市野口町若宮１６－１ 常　勤:    1リニック　理事長　板 組織変更 現存
     (医       1)津　一平 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064260,212,7 あかさかクリニック 〒441-0202 0533-88-1666医療法人蓮花　理事長水野　やよい 平25. 7. 1内   小   他  診療所
     　豊川212 豊川市赤坂町松本１７６－１ 常　勤:    1　水野　やよい 組織変更 他は、消化器内現存
     (医       1) 平25. 7. 1科、循環器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3065260,213,5 医療法人啓仁会　豊川〒442-0862 0533-85-6511医療法人啓仁会　理事高岡　徹 平25. 7. 1一般        36病院
     　豊川213 さくら病院 豊川市市田町大道下３０－１ 常　勤:    8長　矢吹　甚吾 交代 療養        56現存
     (医       6) 平25. 7. 1内   呼内 他  
     (薬       2) 神内 外   整外
     非常勤:   52 リハ 放   
     (医      51) 循内、消外、肛
     (薬       1) 外、児精
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066260,214,3 すずきクリニック 〒442-0838 0533-89-1007医療法人英敬会　理事鈴木　泰子 平27.12. 1内   小   診療所
     　豊川214 豊川市西塚町２－１６－１ 常　勤:    1長　鈴木　泰子 移動 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067260,215,0 丹羽クリニック 〒442-0068 0533-83-5528医療法人丹羽クリニッ丹羽　篤朗 平26. 4. 1内   外   他  診療所
     　豊川215 豊川市諏訪４－２００ 常　勤:    1ク　理事長　丹羽　篤 組織変更 リハ 現存
     (医       1)朗 平26. 4. 1胃腸内科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068260,216,8 タチバナ病院 〒442-0068 0533-85-3535医療法人橘井会　理事伊藤　文則 平26. 8. 1療養        43病院
     　豊川216 豊川市諏訪３－６１ 常　勤:    1長　伊藤　文則 組織変更 内   他   神内現存
     (医       1) 平26. 8. 1小   リハ 
     非常勤:   18 循環器内科、胃
     (医      18) 腸内科、小児科
     （内分泌）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069260,217,6 大竹内科クリニック 〒442-0842 0533-86-2121大竹　洋一郎 大竹　洋一郎 平26.10. 1内   呼内 他  診療所
     　豊川217 豊川市蔵子６－１４－３ 常　勤:    1 交代 アレルギー疾患現存
     (医       1) 平26.10. 1内科、老年内科
     非常勤:    1 、老年精神科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070260,218,4 きくちメンタルクリニ〒442-0826 0533-56-9000医療法人理一会　理事菊池　勤 平27.10. 1心内 神内 精  診療所
     　豊川218 ック 豊川市牛久保町城跡２０－１ 常　勤:    1長　菊池　勤 組織変更 内   現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071260,219,2 医療法人信愛会　しん〒442-0884 0533-56-7878医療法人信愛会　理事岡部　学 平28. 1. 1内   他   呼内診療所
     　豊川219 あいクリニック 豊川市光明町１－１９－１０ 常　勤:    2長　大石　明宣 新規 小   現存
     (医       2) 平28. 1. 1循内、消内
     非常勤:   10
     (医      10)
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 3072260,221,8 リバーベルクリニック〒442-0005 0533-85-3232安藤　勝秋 安藤　勝秋 平28.11. 1一般 診療所
     　豊川221 豊川市本野ケ原２－２２ 常　勤:    1 新規     一般    15現存
     (医       1) 平28.11. 1産   婦   小  
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073260,222,6 豊川アレルギーリウマ〒441-0101 0533-85-8484鳥居　貞和 鳥居　貞和 平29. 6. 1内   リウ 呼内診療所
     　豊川222 チクリニック 豊川市宿町野川１０－５ 常　勤:    1 新規 アレ 他   現存
     (医       1) 平29. 6. 1糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074260,223,4 信愛医療療育センター〒441-0103 0533-95-0980社会福祉法人明世会　麻生　幸三郎 平29. 7. 1一般 病院
     　豊川223 豊川市小坂井町大塚３８－１ 常　勤:    2理事長　大石　明宣 新規     一般    64現存
     (医       2) 平29. 7. 1小   内   リハ
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075260,224,2 白谷医院 〒441-1231 0533-93-2310白谷　裕巳 白谷　裕巳 平29. 7. 1ひ   内   診療所
     　豊川224 豊川市一宮町下新切１５７－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076260,225,9 ちかメンタルクリニッ〒442-0857 0533-83-8666洞口　千加 洞口　千加 平29. 9. 1精   心内 診療所
     　豊川225 ク 豊川市八幡町鐘鋳場１４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077260,226,7 医療法人鳳紀会　豊川〒442-0839 0533-56-8781医療法人鳳紀会　理事小池　譲治 平29.10. 1脳外 リハ 診療所
     　豊川226 脳神経外科クリニック豊川市四ツ谷町３－１０５ 常　勤:    1長　可知　裕章 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078260,227,5 石川クリニック 〒441-0311 0533-95-0100石川　義登 石川　義登 平30. 4. 1内   呼内 小  診療所
     　豊川227 豊川市御津町御馬浜田１１７ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079260,228,3 医療法人有心会　おお〒442-0811 0533-86-9651医療法人有心会　理事津ケ谷　正行 平30. 4. 1ひ   内   他  診療所
     　豊川228 の腎泌尿器科 豊川市馬場町薬師８６ 常　勤:    2長　前田　憲志 交代 腎内、透析内 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080270,001,2 井田医院 〒496-0047 0567-26-2676医療法人一明会　理事井田　徳彦 平27. 9. 1内   呼   アレ診療所
     　津島1 津島市西柳原町１－６９－１ 常　勤:    1長　井田　徳彦 移動 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3081270,006,1 津島市民病院 〒496-0038 0567-28-5151津島市長　日比　一昭神谷　里明 昭41. 8. 1一般       440病院
     (271,006,6) 津島市橘町３－７３ 常　勤:   82 内   他   呼内現存
     　津島6 (医      73) 平29. 8. 1神内 小   外  
     (歯       2) 整外 脳外 形外
     (薬       7) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   75 眼   耳い 放  
     (医      71) 麻   歯外 リハ
     (歯       4) 病理 
     消内、循内、分
     泌内、腎内、緩
     和ケア内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082270,022,8 医療法人参育会加藤医〒496-0008 0567-24-1515医療法人参育会　理事加藤　錠一 昭51. 1.28内   小   呼  診療所
     　津島22 院 津島市宇治町小切１２０－１ 常　勤:    1長　加藤　錠一 現存
     (医       1) 平30. 1.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083270,047,5 サトウ胃腸クリニック〒496-0807 0567-28-3102佐藤　信泰 佐藤　信泰 平28. 7.21内   小   他  診療所
     　津島47 津島市天王通り６－１六三ビル１常　勤:    1 移動 他は、胃腸内科現存
     ０３ (医       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084270,051,7 津島リハビリテーショ〒496-0072 0567-23-0120医療法人六寿会　理事後藤　斗志子 平15. 5.23療養        61病院
     　津島51 ン病院 津島市南新開町１－１１４ 常　勤:    3長　後藤　正成 移動 リハ 整外 現存
     (医       2) 平27. 5.23
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085270,052,5 篠田内科 〒496-0801 0567-25-6331篠田　廣 篠田　廣 昭55. 7. 1内   小   診療所
     　津島52 津島市藤浪町５－７１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086270,060,8 医療法人三善会津島中〒496-0009 0567-24-0111医療法人三善会　理事安江　正博 平 8.12.11療養       150病院
     　津島60 央病院 津島市葉苅町綿掛６３ 常　勤:    7長　安江　正博 移動 内   他   整外療養病床
     (医       7) 平29.12.11リウ 放   リハ現存
     非常勤:   12 他：老年内科
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087270,062,4 加藤耳鼻咽喉科 〒496-0048 0567-24-2110加藤　純夫 加藤　純夫 昭60.12. 1耳   診療所
     　津島62 津島市藤里町３－１７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3088270,063,2 津島地区休日急病診療〒496-0801 0567-24-7600津島市長　日比　一昭松永　健司 昭62. 3. 1内   小   診療所
     　津島63 所 津島市藤浪町４－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   40
     (医      20)
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089270,065,7 海部地区急病診療所 〒496-0011 0567-25-5210海部地区急病診療所組下方　辰幸 昭62. 4. 1内   小   歯  診療所
     (271,065,2) 津島市莪原町郷西３７ 常　勤:    1合　管理者　久野　時 現存
     　津島65 (医       1)男 平29. 4. 1
     非常勤:  172
     (医      99)
     (歯      73)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090270,066,5 医療法人雄峰会　真野〒496-0027 0567-26-4556医療法人雄峰会　理事真野　紀雄 平10. 8. 3一般        19診療所
     　津島66 産婦人科 津島市津島北新開１２８－１ 常　勤:    2長　眞野　紀雄 移動 産   婦   内  現存
     (医       2) 平28. 8. 3小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091270,067,3 はせ川外科 〒496-0005 0567-24-3370長谷川　満 長谷川　満 昭62.11. 1内   胃   外  診療所
     　津島67 津島市神守町古道３４ 常　勤:    1 整外 皮   ひ  現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092270,069,9 むろや眼科 〒496-0855 0567-25-1966室谷　真美 室谷　真美 昭63. 7. 1眼   診療所
     　津島69 津島市江東町２－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093270,071,5 医療法人ワシノ医院 〒496-0819 0567-26-2851医療法人ワシノ医院　鷲野　正身 平元. 9. 1内   胃   小  診療所
     　津島71 津島市又吉町２－２７ 常　勤:    1理事長　鷲野　正身 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094270,072,3 医療法人明医会稲川耳〒496-0045 0567-26-3376医療法人明医会　理事稲川　明俊 平18. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     　津島72 鼻咽喉科クリニック 津島市東柳原町１－４８ 常　勤:    1長　稲川　明俊 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095270,073,1 医療法人杉山クリニッ〒496-0847 0567-26-2006医療法人杉山クリニッ杉山　秀樹 平 2.11. 1内   小   胃  診療所
     　津島73 ク 津島市中地町４－５７－６ 常　勤:    1ク　理事長　杉山　秀 現存
     (医       1)樹 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3096270,074,9 医療法人小林皮膚科 〒496-0038 0567-26-3524医療法人小林皮膚科　小林　陽太郎 平 2.11. 1皮   診療所
     　津島74 津島市橘町２－４－１ 常　勤:    2理事長　小林　陽太郎 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097270,076,4 池村皮フ科 〒496-0013 0567-32-0008池村　真二 池村　真二 平 3. 5. 1皮   小   診療所
     　津島76 津島市神尾町江西４４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098270,078,0 彦坂外科 〒496-0035 0567-25-8355医療法人行健会　理事彦坂　行男 平 3.10. 1胃   循   外  診療所
     　津島78 津島市東愛宕町３－９３－１ 常　勤:    2長　彦坂　行男 ひ   リハ 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099270,079,8 田中こどもクリニック〒496-0816 0567-26-2409田中　明彦 田中　明彦 平 5. 5. 1内   小   診療所
     　津島79 津島市米町１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100270,080,6 すぎのクリニック 〒496-0034 0567-25-8122杉野　雅啓 杉野　雅啓 平 5. 7. 1内   小   診療所
     　津島80 津島市元寺町２－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101270,085,5 内科．消化器内科．小〒496-0037 0567-26-7584医療法人高清会　理事平野　高水 平26. 8.24内   他   小  診療所
     　津島85 児科　平野医院 津島市西愛宕町２－１７６ 常　勤:    1長　平野　高水 移動 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102270,087,1 医療法人佳信会クリニ〒496-0019 0567-28-7111医療法人佳信会　理事向井　誠時 平11. 7. 1一般        17診療所
     　津島87 ックつしま 津島市百島町黒仏２ 常　勤:    2長　宗宮　信賢 組織変更 内   他   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103270,088,9 医療法人ジュンクリニ〒496-0825 0567-22-2333医療法人ジュンクリニ田中　純二 平12. 6. 1ひ   内   皮  診療所
     　津島88 ックジュンクリニック津島市橋詰町３－５１ 常　勤:    1ック　理事長　田中　 新規 リハ 麻   現存
     (医       1)純二 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104270,092,1 医療法人坪内医院 〒496-0855 0567-28-6300医療法人坪内医院　理坪内　明典 平14. 1. 1内   小   消  診療所
     　津島92 津島市江東町１－５６－１ 常　勤:    1事長　坪内　明典 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105270,093,9 北町メンタルクリニッ〒496-0817 0567-22-0234加藤　讓子 加藤　讓子 平15. 5. 1精   神   心内診療所
     　津島93 ク 津島市北町１４３－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
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 3106270,094,7 後藤整形外科 〒496-0072 0567-25-5511医療法人六寿会　理事後藤　正成 平24. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　津島94 津島市南新開町１－１００ 常　勤:    1長　後藤　正成 移動 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107270,095,4 ＣＯＣＯＲＯＣＬＩＮ〒496-0046 0567-22-1007大波　誠一 大波　誠一 平15. 9. 1精   心内 診療所
     　津島95 ＩＣ 津島市柳原町１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108270,097,0 友愛クリニック 〒496-0013 0567-33-0522赤木　滋 赤木　滋 平16. 9.13眼   診療所
     　津島97 津島市神尾町東之割１０８秀島ビ常　勤:    1 交代 現存
     ルＣｒａｓｔｉｎａ１０８ (医       1) 平28. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109270,098,8 大鹿眼科 〒496-0045 0567-23-0900医療法人ａｌｃｅ　理大鹿　智 平16.11. 1一般         1診療所
     　津島98 津島市東柳原町４－２７ 常　勤:    1事長　大鹿　智 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110270,099,6 たご耳鼻咽喉科 〒496-0004 0567-24-3313医療法人たご耳鼻咽喉多湖　千晃 平17. 1. 1耳い 小   診療所
     　津島99 津島市蛭間町宮重５５７ 常　勤:    1科　理事長　多湖　千 組織変更 現存
     (医       1)晃 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111270,101,0 松永医院 〒496-0857 0567-26-2022松永　健司 松永　健司 平17. 4. 1内   小   循  診療所
     　津島101 津島市南門前町２－５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112270,102,8 八木澤耳鼻咽喉科医院〒496-0005 0567-26-3877八木澤　幹夫 八木澤　幹夫 平17.10. 1耳い 気食 診療所
     　津島102 津島市神守町二ノ割４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113270,103,6 奥村クリニック 〒496-0868 0567-22-2600医療法人玲聖会　理事奥村　嘉浩 平18. 4. 1外   内   他  診療所
     　津島103 津島市申塚町１－１２２ 常　勤:    1長　奥村　嘉浩 組織変更 内視鏡・胃・こ現存
     (医       1) 平30. 4. 1う外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114270,104,4 貴子ウィメンズクリニ〒496-0868 0567-23-5786医療法人玲聖会　理事奥村　貴子 平19. 7. 1一般        15診療所
     　津島104 ック 津島市申塚町１－１２２ 常　勤:    1長　奥村　嘉浩 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   358 頁

 3115270,105,1 くろかわ内科クリニッ〒496-0005 0567-22-2288黒川　隆 黒川　隆 平19.11. 1内   消   循  診療所
     　津島105 ク 津島市神守町五反田４４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3116270,107,7 神守診療所 〒496-0005 0567-28-3650住田　啓 住田　啓 平20. 3. 1内   外   リハ診療所
     　津島107 津島市神守町中町３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117270,108,5 医療法人宏徳会　安藤〒496-0026 0567-31-4070医療法人宏徳会　理事河西　あつ子 平21. 4. 1療養       220病院
     　津島108 病院 津島市唐臼町半池７２－１ 常　勤:    7長　河西　あつ子 組織変更 内   リハ 放  現存
     (医       5) 平27. 4. 1小   他   麻  
     (薬       2) ペイン外、疼痛
     非常勤:   27 緩和内、漢内
     (医      25)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118270,111,9 たやす腎クリニック 〒496-0036 0567-28-3711陀安　智也 陀安　智也 平22.11. 1内   他   診療所
     　津島111 津島市愛宕町４－５２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119270,112,7 かとう心療クリニック〒496-0031 0567-22-4560加藤　忠浩 加藤　忠浩 平23. 4. 1心内 精   診療所
     　津島112 津島市埋田町１－１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120270,114,3 大橋産婦人科クリニッ〒496-0031 0567-26-7111医療法人大心会　理事大橋　由政 平23.10. 1一般        10診療所
     　津島114 ク 津島市埋田町２－６３ 常　勤:    1長　大橋　由政 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121270,115,0 つしまセントラルクリ〒496-0803 0567-55-9111佐藤　隆一 佐藤　隆一 平23.11. 1内   小   診療所
     　津島115 ニック 津島市今市場町２－４１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122270,116,8 大橋眼科医院 〒496-0803 0567-26-2029田澤　彩子 田澤　彩子 平24. 3.12一般         6診療所
     　津島116 津島市今市場町１－１０ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平30. 3.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3123270,117,6 あいち健康クリニック〒496-0048 0567-26-7328医療法人あいち健康ク加古　伸雄 平28. 6. 1内   他   小  診療所
     　津島117 津島市藤里町２－５ 常　勤:    2リニック　理事長　加 移動 他は、消化器内現存
     (医       2)古　伸雄 平28. 6. 1科・呼吸器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124270,118,4 北新開クリニック 〒496-0027 0567-26-0260医療法人社団岳大会　東浦　賢 平26. 5. 1眼   診療所
     　津島118 津島市津島北新開３５１ヨシヅヤ常　勤:    1理事長　鈴木　智博 交代 現存
     津島本店１階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125270,119,2 つしまこどもアレルギ〒496-0071 0567-55-8718田中　伸幸 田中　伸幸 平28. 4. 1小   アレ 診療所
     　津島119 ークリニック 津島市新開町２－１３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126270,120,0 岡田クリニック 〒496-0027 0567-97-3329岡田　耕治 岡田　耕治 平28.11. 1内   他   小  診療所
     　津島120 津島市津島北新開３２９ 常　勤:    1 新規 他は、循環器内現存
     (医       1) 平28.11. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127270,121,8 平井クリニック 〒496-0015 0567-33-0888医療法人平井クリニッ平井　雅也 平29. 1. 1内   他   外  診療所
     　津島121 津島市高台寺町茶木原５９ 常　勤:    1ク　理事長　平井　雅 組織変更 リハ 現存
     (医       1)也 平29. 1. 1他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128270,122,6 つしま佐久間眼科 〒496-0071 0567-24-3311佐久間　雅史 佐久間　雅史 平29. 3. 1眼   他   診療所
     　津島122 津島市新開町１－４０－１ 常　勤:    1 新規 他は小児眼科 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129280,011,9 医療法人愛生館小林記〒447-0863 0566-41-0004医療法人愛生館　理事小田　高司 昭35. 9. 3一般       139病院
     　碧南11 念病院 碧南市新川町３－８８ 常　勤:   15長　小林　武彦 療養        57療養病床
     (医      15) 平29. 9. 3内   外   整外現存
     非常勤:   48 神内 ひ   眼  
     (医      48) 放   リハ 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130280,025,9 医療法人従天会山中従〒447-0889 0566-41-0707医療法人従天会　理事山中　寛紀 昭35. 9. 3一般    診療所
     　碧南25 天医舘 碧南市東浦町２－８５ 常　勤:    2長　山中　寛紀 内   他   現存
     (医       2) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3131280,046,5 杉浦医院 〒447-0847 0566-41-0019杉浦　晴彦 杉浦　晴彦 昭59. 5. 1内   診療所
     　碧南46 碧南市音羽町２－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3132280,047,3 医療法人十喜会加藤病〒447-0878 0566-41-6211医療法人十喜会　理事加藤　丈太郎 昭56. 9. 1療養        57病院
     　碧南47 院 碧南市松本町１５８ 常　勤:    2長　加藤　丈太郎 内   外   整外療養病床
     (医       2) 平29. 9. 1皮ひ 小   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133280,048,1 医療法人松和会新川中〒447-0868 0566-48-0009医療法人松和会　理事安達　一眞 昭56. 9. 1一般        36病院
     　碧南48 央病院 碧南市松江町６－８３ 常　勤:    4長　安達　一眞 療養        58現存
     (医       3) 平29. 9. 1内   他   皮  
     (薬       1) 小   心内 外  
     非常勤:   29 脳外 整外 形外
     (医      28)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134280,049,9 平岩医院 〒447-0035 0566-48-3434平岩　堅太郎 平岩　堅太郎 昭56.12. 1内   循   眼  診療所
     　碧南49 碧南市中山町６－５５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135280,050,7 碧南市休日診療所 〒447-0855 0566-48-4141碧南市長　禰冝田　政茂木　仁志 昭57. 4. 1内   小   診療所
     　碧南50 碧南市天王町１－７０ 常　勤:    1信 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   28
     (医      14)
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136280,051,5 医療法人清風会岡村産〒447-0879 0566-41-2726医療法人清風会　理事岡村　誠 平13.12.25一般        19診療所
     　碧南51 科婦人科 碧南市沢渡町２９ 常　勤:    2長　岡村　誠 移動 産   婦   小  現存
     (医       2) 平25.12.25
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137280,052,3 小澤医院 〒447-0818 0566-41-2568小澤　博樹 小澤　博樹 昭59. 1. 1一般        17診療所
     　碧南52 碧南市若宮町２－３ 常　勤:    1 他   現存
     (医       1) 平29. 1. 1消内、こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138280,053,1 医療法人仁聖会　碧南〒447-0047 0566-48-5155医療法人仁聖会　理事粟田　聡子 昭60.12. 1内   診療所
     　碧南53 クリニック 碧南市植出町１－２８ 常　勤:    1長　村井　澄子 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139280,055,6 板倉医院 〒447-0865 0566-41-0900板倉　尚子 板倉　尚子 昭63. 2. 1内   小   診療所
     　碧南55 碧南市浅間町１－８９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3140280,056,4 碧南市民病院 〒447-0084 0566-48-5050碧南市長　禰冝田　政亀岡　伸樹 昭63. 5. 1一般       320病院
     (281,056,9) 碧南市平和町３－６ 常　勤:   58信 内   精   神内現存
     　碧南56 (医      39) 平30. 5. 1小   外   整外
     (歯       3) 脳外 小外 皮  
     (薬      16) ひ   産婦 眼  
     非常勤:   62 耳い リハ 放  
     (医      59) 麻   歯外 アレ
     (歯       2) 呼外 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141280,057,2 医療法人鈴嘉会ＳＤＣ〒447-0051 0566-42-5800医療法人鈴嘉会　理事鈴木　厚 平 2. 3. 1内   他   診療所
     　碧南57 鈴木糖尿病内科 碧南市東山町３－７２ 常　勤:    1長　鈴木　哲朗 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142280,060,6 さいとう医院 〒447-0813 0566-41-5800斉藤　圭治 斉藤　圭治 平 5.10. 1内   消   呼  診療所
     　碧南60 碧南市雨池町１－３８ 常　勤:    1 新規 外   小   皮  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143280,061,4 医療法人生成会　いく〒447-0035 0566-48-5655医療法人生成会　いく生田　譲 平 7. 7. 1整外 リハ 診療所
     　碧南61 た整形外科 碧南市中山町３－３１ 常　勤:    1た整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)生田　讓 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144280,063,0 医療法人杉田会にしば〒447-0088 0566-42-2000医療法人杉田会　理事高原　理 平14. 2. 1内   他   診療所
     　碧南63 たクリニック 碧南市札木町２－７４ 常　勤:    2長　高原　理 移動 消内 現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145280,064,8 医療法人堀尾医院 〒447-0863 0566-48-0633医療法人堀尾医院　理堀尾　静 平 9. 4. 1内   外   皮  診療所
     　碧南64 碧南市新川町５－１０８ 常　勤:    1事長　堀尾　静 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146280,065,5 原田医院 〒447-0082 0566-46-3655原田　公 原田　公 平10. 1. 1内   消   小  診療所
     　碧南65 碧南市湖西町１－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147280,067,1 オオノ眼科クリニック〒447-0876 0566-46-3733楡　孝子 楡　孝子 平19.12.10眼   診療所
     　碧南67 碧南市野田町１３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3148280,069,7 さかべ医院 〒447-0885 0566-41-1923医療法人衛寿堂さかべ坂部　慶幸 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     　碧南69 碧南市志貴町２－８６ 常　勤:    2医院　理事長　坂部　 交代 呼   小   現存
     (医       2)慶幸 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149280,070,5 耳鼻咽喉科ふじうらク〒447-0029 0566-43-4567藤浦　一喜 藤浦　一喜 平14. 3. 1耳   アレ 診療所
     　碧南70 リニック 碧南市二本木町２－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150280,071,3 田中眼科 〒447-0807 0566-43-5331田中　浩人 田中　浩人 平14. 4. 1一般    診療所
     　碧南71 碧南市伏見町３－２１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151280,072,1 長田医院 〒447-0886 0566-42-1200長田　和久 長田　和久 平17. 1. 1外   胃   整外診療所
     　碧南72 碧南市源氏町４－３６ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152280,073,9 奥田医院 〒447-0818 0566-41-1025奥田　雪雄 奥田　雪雄 平17. 1. 4耳い 気食 診療所
     　碧南73 碧南市若宮町４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153280,074,7 ウィルクリニック 〒447-0034 0566-43-5100篠田　正幸 篠田　正幸 平17. 6. 1ひ   皮   内  診療所
     　碧南74 碧南市鴻島町４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154280,075,4 わしづかクリニック 〒447-0022 0566-45-2535西中　康人 西中　康人 平17.11. 1内   循   アレ診療所
     　碧南75 碧南市旭町４－３２－１ 常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155280,076,2 小町こどもクリニック〒447-0026 0566-46-5885小町　昭彦 小町　昭彦 平18. 4. 1小   アレ 診療所
     　碧南76 碧南市三宅町１－８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156280,078,8 小林クリニック 〒447-0075 0566-43-0388医療法人小林クリニッ小林　学 平18. 4. 1内   呼   小  診療所
     　碧南78 碧南市立山町１－１０ 常　勤:    1ク　理事長　小林　学 組織変更 皮   外   整外現存
     (医       1) 平30. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157280,079,6 医療法人作塚杉浦クリ〒447-0874 0566-42-5327医療法人作塚杉浦クリ杉浦　勇人 平19.11. 1内   胃   外  診療所
     　碧南79 ニック 碧南市作塚町３－１０ 常　勤:    1ニック　理事長　杉浦 組織変更 皮   こう リハ現存
     (医       1)　勇人 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3158280,082,0 みどりの森クリニック〒447-0871 0566-43-3773医療法人みどりの森　近藤　浩晃 平24.10. 1内   小   他  診療所
     　碧南82 碧南市向陽町１－４１ 常　勤:    1理事長　近藤　浩晃 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平24.10. 1
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 3159280,083,8 エンゼルこどもクリニ〒447-0879 0566-45-2525山路　和孝 山路　和孝 平24.11. 1小   他   診療所
     　碧南83 ック 碧南市沢渡町９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160280,084,6 あおい皮フ科クリニッ〒447-0076 0566-91-7201医療法人あおい皮フ科三谷　有史 平26. 1. 1皮   形外 アレ診療所
     　碧南84 ク 碧南市白砂町３－２７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)三谷　有史 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161280,085,3 上平医院 〒447-0876 0566-41-4555上平　知子 上平　知子 平26. 8. 1内   呼内 アレ診療所
     　碧南85 碧南市野田町５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162280,086,1 もぎ内科クリニック 〒447-0035 0566-46-6660医療法人みどり　理事茂木　仁志 平27.10. 1内   呼内 アレ診療所
     　碧南86 碧南市中山町１－２５ 常　勤:    1長　茂木　仁志 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163280,087,9 碧南整形外科 〒447-0041 0566-43-5800松本　佳久 松本　佳久 平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　碧南87 碧南市緑町２－７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164280,088,7 医療法人秀栄会　永井〒447-0877 0566-41-0202医療法人秀栄会　理事永井　秀 平29. 9. 1小   診療所
     　碧南88 小児クリニック 碧南市栄町２－６９ 常　勤:    1長　永井　秀 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 0566-21-2450医療法人豊田会　理事井本　正己 昭41. 3. 1一般       666地域支援
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 常　勤:  187長　豊田　鐵郎 一般（感染） 病院
     　刈谷2 (医     181) 平29. 3. 1             6現存
     (歯       6) 内   精   神内
     非常勤:   71 循   小   外  
     (医      71) 整外 脳外 心外
     皮   ひ   産婦
     耳い 眼   放  
     麻   リハ 歯  
     歯外 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166290,051,3 医療法人九友会榊原医〒448-0846 0566-21-3151医療法人九友会　理事榊原　正典 平16. 4. 1内   小   外  診療所
     　刈谷51 院 刈谷市寺横町５－７８ 常　勤:    1長　榊原　正典 その他 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167290,052,1 冨安医院 〒448-0858 0566-21-3655冨安　敏夫 冨安　敏夫 昭46. 5. 1内   小   診療所
     　刈谷52 刈谷市若松町４－１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3168290,054,7 都築医院 〒448-0855 0566-22-0001都築　悦朗 都築　悦朗 昭47. 6. 1内   小   耳  診療所
     　刈谷54 刈谷市大正町３－１２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169290,055,4 一般社団法人刈谷医師〒448-0022 0566-24-1111一般社団法人刈谷医師斎藤　敏明 昭48. 6. 1内   小   診療所
     　刈谷55 会休日診療所 刈谷市一色町３－５－１ 常　勤:    1会　斎藤　敏明 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:  111
     (医      30)
     (薬      81)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170290,062,0 東刈谷八木医院 〒448-0809 0566-21-1551八木　道之 八木　道之 昭52. 2. 1内   外   整外診療所
     　刈谷62 刈谷市南沖野町１－１２－２ 常　勤:    1 脳外 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171290,066,1 医療法人　崇和会　お〒448-0026 0566-22-5811医療法人崇和会　理事鈴木　智貴 平14. 4. 1内   他   麻  診療所
     　刈谷66 なかとおしりのすずき刈谷市中山町２－３５ 常　勤:    1長　鈴木　智貴 その他 胃内、肛外、内現存
     クリニック (医       1) 平26. 4. 1視鏡内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172290,068,7 医療法人大朋会刈谷整〒448-0027 0566-23-1555医療法人大朋会　理事重盛　忠誠 昭57. 3. 1療養        80病院
     　刈谷68 形外科病院 刈谷市相生町３－６ 常　勤:    2長　重盛　忠誠 整外 リハ 皮  現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173290,070,3 医療法人研信会刈谷中〒448-0854 0566-22-6800医療法人研信会　理事小島　かな子 昭58. 9. 1一般    診療所
     　刈谷70 央クリニック 刈谷市富士見町４－２０１ 常　勤:    1長　小島　かな子 内   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174290,072,9 石川内科 〒448-0813 0566-21-0135石川　平八 石川　平八 昭60. 3. 1内   呼   胃  診療所
     　刈谷72 刈谷市小垣江町上広１１－１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175290,073,7 飯海同仁医院 〒448-0043 0566-21-0944飯海　潔 飯海　潔 平 3. 6.11内   小   皮  診療所
     　刈谷73 刈谷市小山町１－７１４ 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平30. 6.11
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 3176290,077,8 馬嶋眼科医院 〒448-0802 0566-24-5416馬嶋　明 馬嶋　明 昭61. 7. 1眼   診療所
     　刈谷77 刈谷市末広町３－５－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177290,078,6 鈴木医院 〒448-0004 0566-21-5378鈴木　邦彦 鈴木　邦彦 昭62. 1. 1内   胃   小  診療所
     　刈谷78 刈谷市泉田町畑中一色４５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178290,079,4 医療法人明和会　辻村〒448-0001 0566-36-5200医療法人明和会　理事辻村　享 昭62.10. 1一般        60病院
     　刈谷79 外科病院 刈谷市井ケ谷町桜島２０－１ 常　勤:    6長　辻村　享 療養        60現存
     (医       4) 平29.10. 1外   整外 脳外
     (薬       2) 他   皮   放  
     非常勤:   30 麻   リハ 形外
     (医      29)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179290,080,2 稲垣外科 〒448-0046 0566-22-4511稲垣　正也 稲垣　正也 昭63. 1.20一般        13診療所
     　刈谷80 刈谷市日高町２－１１３ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平30. 1.20皮   ひ   性  
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180290,081,0 鈴木整形外科 〒448-0011 0566-25-1118鈴木　竑俊 鈴木　竑俊 昭63. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     　刈谷81 刈谷市築地町２－１０－３ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181290,083,6 医療法人明佑会野村眼〒448-0843 0566-21-0213医療法人明佑会　理事野村　隆康 平元. 4. 1一般    診療所
     　刈谷83 科医院 刈谷市新栄町６－２１ 常　勤:    1長　野村　隆康 眼   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3182290,084,4 医療法人正栄会堀眼科〒448-0027 0566-23-7475医療法人正栄会堀眼科堀　正剛 平元. 4. 1一般         9診療所
     　刈谷84 医院 刈谷市相生町２－２２－３ 常　勤:    1医院　理事長　堀　正 眼   現存
     (医       1)剛 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3183290,085,1 医療法人成精会　刈谷〒448-0851 0566-21-3511医療法人成精会　理事垣田　泰宏 平元. 7. 1精神       207病院
     　刈谷85 病院 刈谷市神田町２－３０ 常　勤:   15長　平野　千晶 精   神   現存
     (医      15) 平28. 7. 1
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184290,086,9 医療法人睦会竹中耳鼻〒448-0844 0566-23-0072医療法人睦会　理事長石田　和也 平元. 9. 1耳   小   診療所
     　刈谷86 咽喉科医院 刈谷市広小路５－１０ 常　勤:    1　石田　和也 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185290,088,5 斎藤胃腸科 〒448-0037 0566-25-7100斎藤　敏明 斎藤　敏明 平 2. 4. 1内   胃   循  診療所
     　刈谷88 刈谷市高倉町３－７０２ 常　勤:    1 小   外   皮  現存
     (医       1) 平29. 4. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186290,089,3 医療法人康喜会　大竹〒448-0857 0566-23-3341医療法人康喜会　理事大竹　憲治 平 2. 4. 1一般         8診療所
     　刈谷89 耳鼻咽喉科・睡眠クリ刈谷市大手町１－４１ 常　勤:    1長　大竹　憲治 耳い 他   アレ現存
     ニック (医       1) 平29. 4. 1小   
     非常勤:    1 小耳い、頭内
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187290,091,9 医療法人広瀬クリニッ〒448-0858 0566-24-6622医療法人広瀬クリニッ木許　泉 平 2. 9. 1小   内   皮  診療所
     　刈谷91 ク 刈谷市若松町６－３７ 常　勤:    1ク　理事長　木許　泉 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188290,093,5 はちすかクリニック 〒448-0011 0566-25-8340蜂須賀　祐介 蜂須賀　祐介 平 2.12. 1内   胃   皮  診療所
     　刈谷93 刈谷市築地町１－８－６ 常　勤:    1 ひ   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189290,094,3 大西内科クリニック 〒448-0008 0566-36-7711大西　典好 大西　典好 平 3.10. 1内   循   小  診療所
     　刈谷94 刈谷市今岡町日向９０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190290,095,0 内科循環器科大杉医院〒448-0003 0566-23-4151大杉　順一 大杉　順一 平 4. 3. 1内   循   診療所
     　刈谷95 刈谷市一ツ木町１－１０－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191290,097,6 深谷皮フ科 〒448-0037 0566-27-3110深谷　嘉英 深谷　嘉英 平 4.12. 1皮   診療所
     　刈谷97 刈谷市高倉町３－５１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3192290,099,2 刈谷記念病院 〒448-0813 0566-21-0123医療法人善孝会　理事丸上　善久 平10. 8. 1療養       155病院
     　刈谷99 刈谷市小垣江町牛狭間１１２ 常　勤:    5長　丸上　善久 移動 内   胃   皮  現存
     (医       5) 平28. 8. 1リハ 
     非常勤:   22
     (医      21)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193290,101,6 平野クリニック 〒448-0812 0566-27-5566平野　泰路郎 平野　泰路郎 平 6. 4. 1内   外   脳外診療所
     　刈谷101 刈谷市高須町坤４０－２ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194290,104,0 松本クリニック 〒448-0853 0566-21-5757松本　和幸 松本　和幸 平17. 1.27内   胃   小  診療所
     　刈谷104 刈谷市高松町１－３３ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195290,105,7 医療法人つづき耳鼻咽〒448-0802 0566-23-1800医療法人つづき耳鼻咽都築　賢 平 7. 7. 1耳   診療所
     　刈谷105 喉科 刈谷市末広町３－２－５ 常　勤:    1喉科　理事長　都築　 組織変更 現存
     (医       1)賢 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196290,106,5 医療法人野村内科 〒448-0805 0566-21-2511医療法人野村内科　理野村　英雄 平 7. 7. 1内   循   小  診療所
     　刈谷106 刈谷市半城土中町３－１０－５ 常　勤:    1事長　野村　英雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197290,108,1 世古口クリニック 〒448-0832 0566-29-0223世古口　凡 世古口　凡 平 8. 5. 1内   消   診療所
     　刈谷108 刈谷市八幡町７－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198290,109,9 まついこどもクリニッ〒448-0003 0566-21-7800医療法人まついこども松井　省治 平20.10. 1小   内   診療所
     　刈谷109 ク 刈谷市一ツ木町１－４－１７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 ． 現存
     (医       1)松井　省治 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3199290,111,5 こんどう整形外科 〒448-0807 0566-29-1500近藤　正樹 近藤　正樹 平 9. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     　刈谷111 刈谷市東刈谷町２－１２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200290,113,1 医療法人　輝ジュンレ〒448-0802 0566-24-0306医療法人輝　理事長　髙沢　義信 平10. 7. 1一般        19診療所
     　刈谷113 ディースクリニック刈刈谷市末広町３－６－１ 常　勤:    2畔柳　純一 組織変更 産婦 現存
     谷 (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3201290,116,4 清水皮膚科クリニック〒448-0857 0566-27-4112清水　正之 清水　正之 平22. 3.16皮   アレ 診療所
     　刈谷116 刈谷市大手町１－３－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202290,118,0 医療法人そうだこども〒448-0807 0566-28-6500医療法人そうだこども宗田　英幸 平11.10. 1小   診療所
     　刈谷118 クリニック 刈谷市東刈谷町２－１３－１８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宗田　英幸 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203290,119,8 耳鼻科クリニック髙須〒448-0001 0566-61-1133高須　昭彦 高須　昭彦 平12. 3.31耳い 小   他  診療所
     　刈谷119 刈谷市井ケ谷町久伝原１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204290,120,6 刈谷豊田総合病院東分〒448-0862 0566-62-5111医療法人豊田会　理事岩田　勝 平12. 3.31療養       230病院
     　刈谷120 院 刈谷市野田新町１－１０１ 常　勤:    9長　豊田　鐵郎 新規 内   脳外 リハ現存
     (医       9) 平30. 3.31
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205290,121,4 耳鼻咽喉科のむらクリ〒448-0036 0566-62-8733野村　義紀 野村　義紀 平12. 3.31耳   アレ 小  診療所
     　刈谷121 ニック 刈谷市山池町３－１０６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206290,122,2 酒井内科医院 〒448-0033 0566-21-2326酒井　充 酒井　充 平12. 4. 1内   消   心内診療所
     　刈谷122 刈谷市丸田町５－４－４ 常　勤:    1 交代 小   精   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207290,123,0 宍戸皮フ科 〒448-0844 0566-62-5501医療法人宍戸医院　理鷲見　康子 平12.10. 1皮   診療所
     　刈谷123 刈谷市広小路５－３１ 常　勤:    1事長　鷲見　康子 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208290,124,8 さくら中央クリニック〒448-0034 0566-62-6500鈴木　一正 鈴木　一正 平12.11. 1内   呼   小  診療所
     　刈谷124 刈谷市神明町３－２０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209290,126,3 みやち内科 〒448-0852 0566-29-4110宮地　昇 宮地　昇 平14. 4. 1内   小   リハ診療所
     　刈谷126 刈谷市住吉町２－１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210290,127,1 堀クリニック 〒448-0858 0566-63-2100堀　士郎 堀　士郎 平14. 4. 1心内 神   精  診療所
     　刈谷127 刈谷市若松町１－６岡部ビル２階常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   369 頁

 3211290,128,9 あおき整形外科 〒448-0852 0566-63-7100青木　正幸 青木　正幸 平14. 5. 1整外 リハ 診療所
     　刈谷128 刈谷市住吉町２－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212290,130,5 医療法人兼子こどもク〒448-0816 0566-62-1313医療法人兼子こどもク兼子　哲一 平14.10. 1小   診療所
     　刈谷130 リニック 刈谷市半城土西町１－２０－１１常　勤:    1リニック　理事長　兼 組織変更 現存
     (医       1)子　哲一 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213290,131,3 湯口眼科クリニック 〒448-0857 0566-24-0800医療法人アイズ　理事湯口　幹典 平15. 4. 1眼   診療所
     　刈谷131 刈谷市大手町５－１２ 常　勤:    1長　湯口　幹典 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214290,132,1 つづきクリニック 〒448-0003 0566-63-6102都築　尚生 都築　尚生 平16. 5. 1外   内   胃  診療所
     　刈谷132 刈谷市一ツ木町４－７－６ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215290,133,9 辻内科循環器科クリニ〒448-0806 0566-62-1678医療法人由仁会　理事辻　一彦 平17. 1. 5内   循   小  診療所
     　刈谷133 ック 刈谷市松栄町３－１－１ 常　勤:    1長　辻　一彦 組織変更 リハ 胃   呼  現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216290,134,7 田和小児科医院 〒448-0842 0566-21-2332田和　俊也 田和　俊也 平17. 2. 1小   診療所
     　刈谷134 刈谷市東陽町４－３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217290,135,4 たかくら小児クリニッ〒448-0037 0566-63-6321水野　淑子 水野　淑子 平17. 5. 1小   アレ 診療所
     　刈谷135 ク 刈谷市高倉町４－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218290,137,0 中野医院 〒448-0004 0566-21-1161中野　洋子 中野　洋子 平18. 6. 1皮   内   他  診療所
     　刈谷137 刈谷市泉田町神戸８－１ 常　勤:    3 新規 糖内、腎内、分現存
     (医       3) 平30. 6. 1泌内、循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219290,139,6 ひろせ内科 〒448-0006 0566-61-8887廣瀨　善道 廣瀨　善道 平18.10. 1内   消   診療所
     　刈谷139 刈谷市西境町兵九前６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220290,140,4 羽根メンタルクリニッ〒448-0843 0566-22-5100羽根　晃 羽根　晃 平19. 3. 1精   神   心内診療所
     　刈谷140 ク 刈谷市新栄町７－７３－３フラワ常　勤:    1 新規 現存
     ービル５階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3221290,142,0 Ｇ＆Ｏレディスクリニ〒448-0004 0566-27-4103医療法人Ｇ＆Ｏメディ伊藤　博則 平19. 4. 1一般        11診療所
     　刈谷142 ック 刈谷市泉田町折戸６－２ 常　勤:    1カルヴィレッジ　理事 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)長　呉　明超 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222290,143,8 ばんの耳鼻咽喉科 〒448-0011 0566-22-0888坂野　立幸 坂野　立幸 平20. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     　刈谷143 刈谷市築地町１－１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223290,144,6 田中ハートクリニック〒448-0821 0566-63-5800田中　厚志 田中　厚志 平20. 4. 1内   循   診療所
     　刈谷144 刈谷市御幸町６－１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224290,147,9 かねこクリニック 〒448-0807 0566-91-5510金子　朋功 金子　朋功 平22. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     　刈谷147 刈谷市東刈谷町１－９－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3225290,148,7 半城土とみやすクリニ〒448-0816 0566-63-5051冨安　斉 冨安　斉 平22.10. 1内   神内 診療所
     　刈谷148 ック 刈谷市半城土西町３－２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226290,149,5 すがぬま耳鼻咽喉科 〒448-0803 0566-29-3387医療法人美瑛会　理事菅沼　良規 平23. 2. 1耳い 小   診療所
     　刈谷149 刈谷市野田町馬池１－１ 常　勤:    1長　菅沼　良規 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3227290,150,3 谷口クリニック 〒448-0005 0566-91-7618谷口　充一 谷口　充一 平23. 4. 1整外 眼   診療所
     　刈谷150 刈谷市今川町鍋田５５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3228290,153,7 杉浦医院 〒448-0007 0566-36-5408医療法人初音会　理事杉浦　元孝 平24. 1. 4一般        19診療所
     　刈谷153 刈谷市東境町児山９８－１ 常　勤:    2長　杉浦　尚敬 組織変更 内   小   現存
     (医       2) 平30. 1. 4
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229290,155,2 おがきえ眼科クリニッ〒448-0813 0566-29-0055長坂　修治 長坂　修治 平24. 7. 1眼   アレ 診療所
     　刈谷155 ク 刈谷市小垣江町中伊勢山１５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3230290,157,8 Ｇ＆Ｏ赤ちゃん・こど〒448-0004 0566-27-5511医療法人Ｇ＆Ｏメディ山崎　俊夫 平25. 4. 1小   他   診療所
     　刈谷157 もクリニック 刈谷市泉田町折戸３－１ 常　勤:    1カルヴィレッジ　理事 新規 現存
     (医       1)長　呉　明超 平25. 4. 1
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 3231290,158,6 青山クリニック 〒448-0807 0566-62-5673医療法人琢人会　理事青山　猛 平25. 8. 1内   他   診療所
     　刈谷158 刈谷市東刈谷町３－１７－１２ 常　勤:    1長　青山　猛 組織変更 消化器内科、腎現存
     (医       1) 平25. 8. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232290,159,4 南桜町アイクリニック〒448-0841 0566-23-7220小足　有紀 小足　有紀 平27. 4. 1眼   診療所
     　刈谷159 刈谷市南桜町２－５６－１アピタ常　勤:    1 交代 現存
     刈谷２階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3233290,160,2 刈谷なりたクリニック〒448-0806 0566-63-5677成　裕司 成　裕司 平27.11. 1内   外   他  診療所
     　刈谷160 刈谷市松栄町２－６－３ 常　勤:    1 新規 整外 皮   リハ現存
     (医       1) 平27.11. 1血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234290,161,0 Ｇ＆Ｏ女性ヘルスケア〒448-0004 0566-27-8808医療法人Ｇ＆Ｏメディ呉　明超 平28. 4. 1他   診療所
     　刈谷161 クリニック 刈谷市泉田町大久屋１５６ 常　勤:    2カルヴィレッジ　理事 新規 他は、女性内科現存
     (医       2)長　呉　明超 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3235290,162,8 かりや駅やまかわ内科〒448-0841 0566-62-5300山川　慶洋 山川　慶洋 平28. 4. 1内   他   診療所
     　刈谷162 刈谷市南桜町１－５８レオン南桜常　勤:    1 新規 他は、消化器内現存
     町１階 (医       1) 平28. 4. 1科・肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236290,163,6 一里山・今井病院 〒448-0002 0566-26-6700医療法人社団同仁会　今井　文博 平28. 4. 1一般        20病院
     　刈谷163 刈谷市一里山町中本山８８ 常　勤:    1理事長　今井　文博 その他 脳外 他   呼内現存
     (医       1) 平28. 4. 1神内 整外 形外
     非常勤:   62 内   婦   リハ
     (医      62) 放   
     他は循内・消内
     ・心臓・消外・
     乳外・ペイン外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237290,164,4 小垣江にしおクリニッ〒448-0813 0566-27-2400医療法人ＯＮＣ　理事西尾　秀樹 平28. 4.10内   他   外  診療所
     　刈谷164 ク 刈谷市小垣江町石ノ戸３３ 常　勤:    1長　西尾　秀樹 組織変更 皮   小   リハ現存
     (医       1) 平28. 4.10他は、消化器内
     科・肛門外科・
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3238290,165,1 いがや眼科クリニック〒448-0001 0566-36-6511中村　彰 中村　彰 平29. 3. 1眼   診療所
     　刈谷165 刈谷市井ケ谷町久伝原７２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3239290,166,9 碧海中央クリニック 〒448-0803 0566-63-5200深谷　英一 深谷　英一 平29. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　刈谷166 刈谷市野田町新上納３００－１ 常　勤:    1 新規 内   他   小  現存
     (医       1) 平29. 4. 1皮   
     非常勤:    5 他は腎臓内科
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240290,167,7 医療法人成精会　メン〒448-0029 0566-21-2020医療法人成精会　理事平野　千晶 平29. 7. 1精   診療所
     　刈谷167 タルクリニック　アン刈谷市昭和町２－２０－１ 常　勤:    2長　平野　千晶 新規 現存
     セル (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3241290,168,5 内科・糖尿病・内分泌〒448-0003 0566-27-7200長谷川　義高 長谷川　義高 平29.10. 1内   他   診療所
     　刈谷168 　はせがわ内科クリニ刈谷市一ツ木町鵜島１－１９ 常　勤:    1 新規 他は糖尿病内科現存
     ック (医       1) 平29.10. 1、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3242290,169,3 かとう乳腺クリニック〒448-0816 0566-28-8008加藤　克己 加藤　克己 平30. 4. 1他   診療所
     　刈谷169 刈谷市半城土西町２－３－１２シ常　勤:    1 新規 他：乳外 現存
     ャトーヨサミ１階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243300,005,7 愛知県厚生農業協同組〒470-0343 0565-43-5000愛知県厚生農業協同組川口　鎮 平20. 1. 1一般       600地域支援
     (301,005,2) 合連合会　豊田厚生病豊田市浄水町伊保原５００－１ 常　勤:  151合連合会　代表理事理 移動 一般（感染） 病院
     　豊田5 院 (医     147)事長　佐治　康弘 平26. 1. 1             6現存
     (歯       4) 内   呼内 他  
     非常勤:   48 神内 精   小  
     (医      48) 外   整外 形外
     脳外 呼外 小外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   リウ 歯外
     麻   アレ 臨床
     病理 
     循内、消内、内
     分泌・代内、腎
     内、血内、緩和
     ケア内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244300,008,1 医療法人淳和会内田ク〒471-0027 0565-35-3500医療法人淳和会　理事内田　聡 平18. 4. 1一般         7診療所
     　豊田8 リニック 豊田市喜多町４－５０－１ 常　勤:    1長　内田　正 移動 産婦 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3245300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 0565-28-0100トヨタ自動車株式会社岩瀬　三紀 昭62. 9.11一般       513地域支援
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ 常　勤:  188　取締役社長　豊田　 内   精   呼  病院
     　豊田23 (医     170)章男 平29. 9.11消   循   小  現存
     (歯       6) 外   整外 形外
     (薬      12) 脳外 呼外 小外
     非常勤:   62 皮   ひ   こう
     (医      56) 産婦 眼   耳い
     (歯       6) 放   麻   神内
     リウ リハ 歯外
     他   病理 
     心臓、分泌・糖
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246300,048,7 一般社団法人豊田加茂〒471-0062 0565-32-7150一般社団法人豊田加茂野場　万司 昭54. 2.18内   小   診療所
     　豊田48 医師会立　休日救急内豊田市西山町３－３０－１ 常　勤:    3医師会　管理者　野場 現存
     科診療所 (医       3)　万司 平30. 2.18
     非常勤:   88
     (医      88)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3247300,060,2 医療法人三九会三九朗〒471-0035 0565-32-0282医療法人三九会　理事加藤　真二 昭45. 1. 1一般        84病院
     　豊田60 病院 豊田市小坂町７－８０ 常　勤:    9長　加藤　真二 療養        56現存
     (医       9) 平30. 1. 1内   他   整外
     非常勤:   50 リハ 
     (医      50) 消内、糖内、循
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248300,072,7 杉山医院 〒471-0875 0565-31-1328杉山　清 杉山　清 昭47. 5. 1内   胃   診療所
     　豊田72 豊田市下市場町７－２４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249300,080,0 加藤内科医院 〒471-0046 0565-31-7003加藤　修一 加藤　修一 昭49. 2. 1内   呼   胃  診療所
     　豊田80 豊田市本新町４－２１ 常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平28. 2. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3250300,085,9 大西医院 〒473-0913 0565-52-0057大西　哲夫 大西　哲夫 昭49. 5. 1胃   外   皮  診療所
     　豊田85 豊田市竹元町二ッ池１６ 常　勤:    2 こう 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251300,086,7 鈴木耳鼻咽喉科 〒470-0373 0565-45-2255鈴木　昌 鈴木　昌 昭63. 2. 8耳   診療所
     　豊田86 豊田市四郷町東畑３００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 8
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 3252300,090,9 医療法人豊仁会川出耳〒471-0034 0565-32-3387医療法人豊仁会　理事川出　和彦 平19.10.15耳い 気食 診療所
     　豊田90 鼻咽喉科 豊田市小坂本町４－６－６ 常　勤:    2長　川出　和彦 移動 現存
     (医       2) 平25.10.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253300,107,1 えんどう内科 〒473-0939 0565-53-0300遠藤　統久 遠藤　統久 昭52.10. 1内   呼   胃  診療所
     　豊田107 豊田市堤本町１１－２ 常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254300,109,7 清水皮膚科医院 〒473-0925 0565-57-1544清水　善英 清水　善英 昭53. 2. 1皮   診療所
     　豊田109 豊田市駒場町向金４４０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3255300,111,3 医療法人美衣会　衣ヶ〒471-0036 0565-32-0991医療法人美衣会　衣ケ加藤　鈴幸 昭53. 2. 1精神       145病院
     　豊田111 原病院 豊田市広久手町２－３４ 常　勤:    5原病院　理事長　加藤 精   他   心内現存
     (医       5)　鈴幸 平29. 2. 1皮   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256300,113,9 鈴木整形外科医院 〒471-0031 0565-33-3555鈴木　進 鈴木　進 昭53. 3. 1整外 リハ 放  診療所
     　豊田113 豊田市朝日町７－１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3257300,121,2 豊田地域医療センター〒471-0062 0565-34-3000公益財団法人　豊田地井野　晶夫 昭55. 5. 1一般       110病院
     (301,121,7) 豊田市西山町３－３０－１ 常　勤:   22域医療センター　理事 療養        40現存
     　豊田121 (医      22)長　宮川　秀一 平28. 5. 1内   神内 他  
     非常勤:   56 小   外   脳外
     (医      52) 整外 リハ ひ  
     (歯       4) 放   歯   
     その他は呼吸器
     内科、消化器内
     科、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3258300,125,3 医療法人清慈会　鈴木〒471-0033 0565-33-8051医療法人清慈会　理事鈴木　清明 昭56. 4. 1一般        68病院
     　豊田125 病院 豊田市月見町１－１０－８ 常　勤:   12長　鈴木　清明 産婦 小   麻  現存
     (医      12) 平29. 4. 1他   
     非常勤:   14 女ペイン内
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3259300,126,1 医療法人研精会豊田西〒470-0344 0565-48-8331医療法人研精会　理事坪井　重榑 昭56. 4. 1精神       168病院
     　豊田126 病院 豊田市保見町横山１００ 常　勤:    8長　坪井　重博 精   心内 現存
     (医       8) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260300,129,5 中尾眼科 〒471-0832 0565-28-9044中尾　美由紀 中尾　美由紀 平 5. 3.22眼   診療所
     　豊田129 豊田市丸山町１０－７２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261300,133,7 医療法人社団以心会中〒473-0926 0565-57-1611医療法人社団以心会　深尾　俊一 昭57.10.12一般        67病院
     　豊田133 野胃腸病院 豊田市駒新町金山１－１２ 常　勤:   12理事長　中野　浩一郎 消   こう 麻  現存
     (医      11) 平24.10.12
     (薬       1)
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262300,134,5 医療法人泉会　細野ク〒471-0835 0565-28-3665医療法人泉会　理事長細野　二郎 平14.12. 1消   外   内  診療所
     　豊田134 リニック 豊田市曙町２－２１ 常　勤:    2　細野　二郎 その他 整外 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3263300,137,8 医療法人豊寿会斉藤病〒470-0373 0565-44-0033医療法人豊寿会　理事多賀谷　恒明 昭59. 4. 1一般        45病院
     　豊田137 院 豊田市四郷町森前１６６－１ 常　勤:    6長　齋藤　伸一郎 療養        24療養病床
     (医       6) 平29. 4. 1整外 内   他  現存
     非常勤:   23 リウ リハ 麻  
     (医      23) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264300,138,6 花園内科 〒473-0924 0565-53-2772伊藤　宣夫 伊藤　宣夫 昭59. 6. 1内   消   循  診療所
     　豊田138 豊田市花園町屋敷１５ー１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3265300,140,2 医療法人愛知会肛門科〒470-1219 0565-21-0500医療法人愛知会　理事家田　純郎 昭60. 4. 1一般        84病院
     　豊田140 胃腸科家田病院 豊田市畝部西町城ケ堀１１－１ 常　勤:    7長　家田　浩男 内   胃   外  現存
     (医       5) 平30. 4. 1整外 皮   こう
     (薬       2) 小   麻   
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3266300,145,1 医療法人若宮会　菊池〒471-0026 0565-32-2200医療法人若宮会　理事安部　俊昭 昭61. 4. 1療養       111病院
     　豊田145 病院 豊田市若宮町５－１ 常　勤:    4長　安部　俊昭 内   他   リウ現存
     (医       3) 平28. 4. 1整外 皮   ひ  
     (薬       1) 消内
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3267300,148,5 医療法人碧会杉浦内科〒471-0833 0565-27-9333医療法人碧会　理事長杉浦　宰 昭62. 4. 1内   呼   胃  診療所
     　豊田148 豊田市山之手８－８６－４ 常　勤:    1　杉浦　宰 循   小   皮  現存
     (医       1) 平29. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268300,149,3 青山医院 〒473-0917 0565-52-3703青山　滋 青山　滋 昭62. 6. 9内   小   診療所
     　豊田149 豊田市若林西町後口７９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269300,150,1 尾山皮フ科 〒473-0906 0565-53-5055尾山　智 尾山　智 昭62. 8. 1皮   診療所
     　豊田150 豊田市竹町北邸１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270300,153,5 医療法人慈和会吉田整〒471-0811 0565-89-1818医療法人慈和会　理事山田　高士 平12. 4.17一般        78病院
     　豊田153 形外科病院 豊田市御立町７－１００ 常　勤:    9長　山田　高士 移動 整外 リハ 麻  現存
     (医       9) 平30. 4.17リウ 他   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271300,155,0 医療法人社団登仁会牧〒470-0335 0565-45-8684医療法人社団登仁会　牧原　良行 昭63. 4. 1胃   外   小外診療所
     　豊田155 原胃腸科外科診療所 豊田市青木町１－８－６ 常　勤:    1理事長　牧原　良行 皮   こう 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3272300,159,2 医療法人豊昌会豊田健〒473-0907 0565-27-5550医療法人豊昌会　理事水谷　昭衛 平14. 1.15内   診療所
     　豊田159 康管理クリニック 豊田市竜神町新生１５１－２ 常　勤:    1長　松本　幸三 移動 現存
     (医       1) 平26. 1.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273300,161,8 医療法人平吹医院 〒470-1207 0565-27-8000医療法人平吹医院　理平吹　広一 昭63.11. 1内   他   小  診療所
     　豊田161 豊田市鴛鴨町小畔屋敷１３０－１常　勤:    2事長　平吹　広一 現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3274300,162,6 医療法人　菅沼医院 〒471-0019 0565-80-3461医療法人菅沼医院　理菅沼　正司 平22. 9. 1内   小   診療所
     　豊田162 豊田市高橋町１－６１ 常　勤:    1事長　菅沼　正司 移動 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3275300,165,9 医療法人松崎耳鼻咽喉〒471-0833 0565-28-7250医療法人松崎耳鼻咽喉松崎　圭治 平元. 4. 1耳い 診療所
     　豊田165 科 豊田市山之手２－９１ 常　勤:    1科　理事長　松崎　圭 現存
     (医       1)治 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276300,168,3 医療法人成瀬内科 〒471-0026 0565-34-3070医療法人弘徳会　理事成瀬　武弘 平元. 7. 1内   呼   消  診療所
     　豊田168 豊田市若宮町８－１－１０新豊田常　勤:    1長　成瀬　武弘 新規 循   小   現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3277300,170,9 河合眼科 〒471-0025 0565-32-5274医療法人双樹会　理事河合　米子 平18.12. 1一般         7診療所
     　豊田170 豊田市西町６－２－８ 常　勤:    1長　河合　卓哉 移動 眼   現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278300,171,7 医療法人富野内科 〒471-0828 0565-27-0001医療法人富野内科　理富野　日出夫 平元. 7. 1内   小   診療所
     　豊田171 豊田市前山町２－２－２０ 常　勤:    1事長　富野　日出夫 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3279300,173,3 医療法人平戸橋医院 〒470-0331 0565-45-1155医療法人平戸橋医院　近藤　貴史 平元. 7. 1内   消   小  診療所
     　豊田173 豊田市平戸橋町石平７４ 常　勤:    1理事長　近藤　貴史 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280300,180,8 石川整形外科 〒471-0025 0565-35-2131石川　健史 石川　健史 平 2. 7. 1整外 診療所
     　豊田180 豊田市西町１－１３４　ウエスト常　勤:    1 現存
     １ビル２０１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3281300,181,6 医療法人慈和会　五ケ〒471-0814 0565-88-5577医療法人慈和会　理事坪井　真幸 平 2. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊田181 丘整形外科リハビリテ豊田市五ケ丘１－２－２ 常　勤:    1長　山田　高士 現存
     ーションクリニック (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282300,183,2 医療法人佐藤耳鼻咽喉〒471-0026 0565-32-2201医療法人佐藤耳鼻咽喉佐藤　茂憲 平10. 8. 1耳   小   診療所
     　豊田183 科 豊田市若宮町４－４３ 常　勤:    1科　理事長　佐藤　茂 移動 現存
     (医       1)憲 平28. 8. 1
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 3283300,184,0 医療法人渡辺医院 〒471-0867 0565-32-0129医療法人渡辺医院　理渡邊　真 平 2. 9. 1内   小   消  診療所
     　豊田184 豊田市常盤町２－６１ 常　勤:    2事長　渡邊　真 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3284300,186,5 医療法人駒場会駒場ク〒473-0925 0565-57-2100医療法人駒場会　理事清水　鈴昭 平 3. 1. 1内   小   診療所
     　豊田186 リニック 豊田市駒場町南１２４ 常　勤:    2長　清水　鈴昭 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3285300,188,1 わかぞの東洋クリニッ〒473-0924 0565-54-0515岡島　幸代 岡島　幸代 平 3. 4. 1他   小   診療所
     　豊田188 ク 豊田市花園町観音山１１－２ 常　勤:    1 漢内、漢皮 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3286300,191,5 医療法人森島内科 〒471-0076 0565-32-0210医療法人森島内科　理金子　堅三 平 3. 5. 1内   小   診療所
     　豊田191 豊田市久保町４－８ 常　勤:    1事長　金子　堅三 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287300,192,3 医療法人やふそ小児科〒471-0811 0565-80-7766医療法人やふそ小児科屋冨祖　隆光 平 3. 5. 1小   アレ 診療所
     　豊田192 豊田市御立町８－５４ 常　勤:    1　理事長　屋冨祖　隆 現存
     (医       1)光 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3288300,193,1 星山内科消化器科医院〒471-0075 0565-34-3231星山　道夫 星山　道夫 平 3. 6. 1内   消   小  診療所
     　豊田193 豊田市日之出町２丁目９－２０ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289300,197,2 医療法人明心会　仁大〒470-0361 0565-45-0110医療法人明心会　理事新津　幸靖 平 4. 1. 1精神       176病院
     　豊田197 病院 豊田市猿投町入道３－５ 常　勤:    9長　舟橋　利彦 精   神   心内現存
     (医       9) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290300,201,2 医療法人元仁会日高内〒471-0079 0565-32-2197医療法人元仁会　日高日高　太郎 平 4. 7. 1内   小   診療所
     　豊田201 科 豊田市陣中町１－４－３ 常　勤:    1内科　理事長　日高　 現存
     (医       1)太郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3291300,202,0 医療法人古井医院 〒471-0803 0565-88-0011医療法人古井医院　理古井　宏彦 平 5. 4. 1内   循   小  診療所
     　豊田202 豊田市泉町１－３－１ 常　勤:    2事長　古井　宏彦 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (薬       1)
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 3292300,205,3 中京大学豊田キャンパ〒470-0393 0565-46-6605学校法人梅村学園　理清水　卓也 平 5. 8. 1内   整外 診療所
     　豊田205 ス保健センター 豊田市貝津町床立１０１ 常　勤:    1事長　梅村　清英 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3293300,206,1 長谷川医院 〒471-0833 0565-28-5136長谷川　由美 長谷川　由美 平26. 2. 3内   小   診療所
     　豊田206 豊田市山之手３－９４吉野ビル１常　勤:    1 移動 現存
     階 (医       1) 平26. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3294300,208,7 医療法人豊和会南豊田〒470-1215 0565-21-0331医療法人豊和会　理事所　達也 平 6. 1. 1精神       240病院
     　豊田208 病院 豊田市広美町郷西８０ 常　勤:    8長　鈴木　克宏 組織変更 精   心内 現存
     (医       7) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295300,212,9 稲垣医院 〒470-1218 0565-21-0003稲垣　道彦 稲垣　道彦 平 7. 1.28内   神   診療所
     　豊田212 豊田市上郷町市場８３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3296300,213,7 医療法人明心会仁大駅〒471-0027 0565-34-5252医療法人明心会　理事酒井　真弓 平19. 5. 1精   神   内  診療所
     　豊田213 前クリニック 豊田市喜多町３－１１０コモ・ス常　勤:    1長　舟橋　利彦 移動 現存
     クエアイースト１階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297300,214,5 山口胃腸科外科クリニ〒470-0342 0565-46-2211医療法人鳩睦会　理事山口　茂 平 7.10. 1外   小外 胃  診療所
     　豊田214 ック 豊田市大清水町原山１０８－３ 常　勤:    1長　山口　茂 組織変更 内   こう 他  現存
     (医       1) 平28.10. 1皮フひ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298300,216,0 たつや整形外科クリニ〒473-0917 0565-52-3300加藤　龍也 加藤　龍也 平17.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊田216 ック 豊田市若林西町北山畑１１７ 常　勤:    1 移動 神内 外   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299300,217,8 さはし内科 〒471-0058 0565-32-3847佐橋　大造 佐橋　大造 平 8. 2. 1内   消   小  診療所
     　豊田217 豊田市大池町汐取１７－２１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3300300,219,4 松尾メンタルクリニッ〒471-0034 0565-35-5660松尾　俊三 松尾　俊三 平 8. 4. 1精   神   心内診療所
     　豊田219 ク 豊田市小坂本町１－９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3301300,221,0 のぞみ診療所 〒471-0062 0565-32-8985豊田市長　太田　稔彦若子　理恵 平 8. 4. 1精   小   整外診療所
     (301,221,5) 豊田市西山町２－１９ 常　勤:    4 新規 ひ   耳い 歯  現存
     　豊田221 (医       4) 平29. 4. 1小歯 リハ 
     非常勤:   32
     (医      23)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302300,222,8 小早川整形外科・内科〒471-0006 0565-88-3311医療法人小早川整形外小早川　裕明 平 8. 4. 1一般        19診療所
     　豊田222 豊田市市木町５－１－２ 常　勤:    2科　理事長　小早川　 組織変更 整外 リハ 内  現存
     (医       2)裕明 平29. 4. 1他   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303300,223,6 三宅医院 〒471-0842 0565-28-4391三宅　隆正 三宅　隆正 平 8. 4.24内   小   診療所
     　豊田223 豊田市土橋町８－１１２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3304300,224,4 竹本眼科 〒473-0917 0565-51-1500竹本　喜也 竹本　喜也 平 8. 9. 1眼   診療所
     　豊田224 豊田市若林西町象面１７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3305300,225,1 保見診療所 〒470-0353 0565-48-1148安藤　伯秋 安藤　伯秋 平 8.10. 1小   内   診療所
     　豊田225 豊田市保見ケ丘５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306300,228,5 医療法人加藤医院 〒471-0014 0565-89-0061医療法人加藤医院　理加藤　宏 平 9. 1. 1内   小   皮  診療所
     　豊田228 豊田市東山町２－１５１１－１ 常　勤:    1事長　加藤　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307300,229,3 とよたメンタルクリニ〒471-0025 0565-31-4667医療法人圓一心会　理佐藤　良暉 平14. 3.15精   神   心内診療所
     　豊田229 ック 豊田市西町４－２６－９ 常　勤:    2事長　鹿島　満江 移動 現存
     (医       2) 平26. 3.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3308300,230,1 加茂クリニック 〒471-0868 0565-34-1345医療法人豊腎会　理事鈴木　信吉 平20. 3. 3一般        18診療所
     　豊田230 豊田市神田町１－８－９ 常　勤:    2長　鈴木　信吉 移動 内   他   リウ現存
     (医       1) 平26. 3. 3腎内、透内
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3309300,233,5 医療法人ともまつクリ〒473-0924 0565-52-3139医療法人ともまつクリ友松　ゆかり 平 9.10. 1内   小   胃  診療所
     　豊田233 ニック 豊田市花園町才兼７７－２ 常　勤:    2ニック　理事長　友松 組織変更 現存
     (医       1)　ゆかり 平24.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3310300,234,3 医療法人逢和会逢妻ク〒471-0043 0565-31-9222医療法人逢和会　理事都築　基弘 平10. 1. 1内   整外 リハ診療所
     　豊田234 リニック 豊田市宮町７－１５５－１ 常　勤:    1長　都築　基弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3311300,238,4 渡辺耳鼻咽喉科 〒471-0014 0565-89-1187医療法人渡辺耳鼻咽喉渡邊　祐介 平18.12.10耳い 気食 診療所
     　豊田238 豊田市東山町２－３－６ 常　勤:    1科　理事長　渡邊　祐 移動 現存
     (医       1)介 平24.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3312300,243,4 保見クリニック 〒470-0345 0565-48-0011医療法人豊腎会　理事肥田　典之 平11.10. 1一般        19診療所
     　豊田243 豊田市東保見町池下３０－１ 常　勤:    1長　鈴木　信吉 組織変更 内   他   現存
     (医       1) 平29.10. 1腎内、透析内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313300,244,2 すあみ整形外科クリニ〒473-0908 0565-25-7800須網　直樹 須網　直樹 平11.11. 1整外 外   リウ診療所
     　豊田244 ック 豊田市宝町津花８３－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314300,245,9 岩瀬小児科 〒471-0025 0565-36-5008岩瀬　勝彦 岩瀬　勝彦 平12. 1. 1小   診療所
     　豊田245 豊田市西町１－１１２マルタビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315300,246,7 星ケ丘たなかこどもク〒473-0937 0565-55-0088医療法人星ケ丘たなか田中　宏 平12. 1. 1小   診療所
     　豊田246 リニック 豊田市西岡町星ケ丘２６４－１ 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　田中　宏 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3316300,247,5 医療法人石黒眼科クリ〒471-0026 0565-32-3022医療法人石黒眼科クリ石黒　圭司 平12. 1. 1眼   診療所
     　豊田247 ニック 豊田市若宮町１－８　第３８オー常　勤:    1ニック　理事長　石黒 組織変更 現存
     シャンビル２階 (医       1)　圭司 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3317300,253,3 保志条クリニック 〒470-1216 0565-21-3333保志条　博 保志条　博 平21. 7. 1内   小   皮  診療所
     　豊田253 豊田市和会町稲葉３９－２ 常　勤:    1 移動 ひ   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3318300,254,1 福島内科クリニック 〒471-0873 0565-37-7277福島　明彦 福島　明彦 平12.11. 1内   循   小  診療所
     　豊田254 豊田市秋葉町１－２５－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319300,255,8 近藤クリニック 〒470-0333 0565-46-8383近藤　栄治 近藤　栄治 平12.11. 1内   小   整外診療所
     　豊田255 豊田市荒井町松島３７０－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3320300,257,4 深見眼科 〒471-0079 0565-34-1155深見　洋巳 深見　洋巳 平13. 1. 1一般         6診療所
     　豊田257 豊田市陣中町１－６－１１ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3321300,258,2 小野皮膚科医院 〒471-0025 0565-32-1902小野　雅史 小野　雅史 平13. 1. 1皮   アレ 診療所
     　豊田258 豊田市西町６－４８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3322300,260,8 榎本内科 〒470-0345 0565-48-5306医療法人榎本内科　理榎本　一成 平13. 1. 1内   循   小  診療所
     　豊田260 豊田市東保見町大門６３ 常　勤:    1事長　榎本　一成 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3323300,263,2 おぎ原内科クリニック〒471-0812 0565-87-0330荻原　雅之 荻原　雅之 平13. 6. 1内   循   診療所
     　豊田263 豊田市野見町５－１３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324300,264,0 東加茂クリニック 〒471-0003 0565-87-3212医療法人豊腎会　理事鈴木　田鶴子 平14. 4. 1内   他   診療所
     　豊田264 豊田市岩滝町高入４８－１ 常　勤:    3長　鈴木　信吉 新規 腎内、透内 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325300,265,7 浅井クリニック 〒473-0923 0565-53-7711医療法人史寿会　理事浅井　敏郎 平14. 4. 1内   外   皮  診療所
     　豊田265 豊田市中根町永池１７５－１ 常　勤:    1長　浅井　敏郎 組織変更 脳外 放   リハ現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326300,266,5 野場医院 〒473-0916 0565-52-3345医療法人野場医院　理野場　万司 平14. 4. 1内   小   他  診療所
     　豊田266 豊田市吉原町前田６５－１ 常　勤:    2事長　野場　万司 組織変更 胃内、循内 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
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 3327300,267,3 甲村耳鼻咽喉科クリニ〒473-0934 0565-51-3387医療法人緑風会　理事甲村　孝秀 平14. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     　豊田267 ック 豊田市前林町陣田８２－３ 常　勤:    1長　甲村　孝秀 組織変更 小   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328300,274,9 わたなべクリニック 〒470-0335 0565-45-5941医療法人わたなべクリ渡邊　好明 平15. 4. 1内   呼   小  診療所
     　豊田274 豊田市青木町４－３４－３ 常　勤:    1ニック　理事長　渡邊 組織変更 現存
     (医       1)　好明 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3329300,275,6 イトウ内科クリニック〒471-0875 0565-33-0505伊藤　純子 伊藤　純子 平15. 6. 1内   外   ひ  診療所
     　豊田275 豊田市下市場町６－１ 常　勤:    2 交代 皮   小   現存
     (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3330300,277,2 ばんの皮膚科クリニッ〒471-0879 0565-37-1770医療法人ばんの皮膚科伴野　純代 平15. 7. 1皮   眼   診療所
     　豊田277 ク 豊田市長興寺１０－４１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)伴野　純代 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3331300,278,0 医療法人梅坪クリニッ〒471-0071 0565-35-2088医療法人梅坪クリニッ堀　武 平15. 7. 1ひ   内   診療所
     　豊田278 ク 豊田市東梅坪町８－８－１７ 常　勤:    1ク　理事長　堀　武 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332300,280,6 おかもとクリニック 〒470-0374 0565-45-3020医療法人おかもとクリ岡本　勝司 平29. 3. 1他   内   外  診療所
     　豊田280 豊田市伊保町下川原９７－２ 常　勤:    1ニック　理事長　岡本 移動 他は消化器内科現存
     (医       1)　勝司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333300,282,2 栗田クリニック 〒471-0036 0565-31-1860栗田　愼一 栗田　愼一 平16. 2. 1内   消   皮ひ診療所
     　豊田282 豊田市広久手町２－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334300,283,0 豊田共立クリニック 〒470-1201 0565-74-0774医療法人偕行会　理事濱口　桂 平16. 3. 1他   診療所
     　豊田283 豊田市豊栄町１０－５９ 常　勤:    1長　川原　弘久 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335300,284,8 おちあいクリニック 〒471-0828 0565-28-1331落合　賢一 落合　賢一 平16. 3. 1内   小   アレ診療所
     　豊田284 豊田市前山町５－２３－６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3336300,286,3 すくすくこどもクリニ〒471-0014 0565-87-3939医療法人すくすくこど神谷　裕文 平16. 7. 1小   診療所
     　豊田286 ック 豊田市東山町２－２－９ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　神谷　裕文 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337300,287,1 山之手眼科 〒473-0901 0565-28-7144医療法人顕明会　理事松田　淳平 平19. 9. 1眼   診療所
     　豊田287 豊田市御幸本町２－２００－５Ｂ常　勤:    1長　松田　淳平 移動 現存
     ｕｉｌｄいづみ１階 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3338300,289,7 医療法人紘寿会　若林〒473-0914 0565-53-5588医療法人紘寿会　理事稲垣　光昭 平16. 7. 1耳い 小   アレ診療所
     　豊田289 耳鼻咽喉科クリニック豊田市若林東町高根下９６－３ 常　勤:    1長　稲垣　とよみ 組織変更 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3339300,291,3 みどりヶ丘クリニック〒471-0031 0565-37-1023篠原　豪秀 篠原　豪秀 平16.10. 1内   循   小  診療所
     　豊田291 豊田市朝日町３－５５－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3340300,293,9 永覚Ｋｉｄｓクリニッ〒470-1206 0565-29-0415医療法人永覚Ｋｉｄｓ梶田　智子 平17. 1. 1小   診療所
     　豊田293 ク 豊田市永覚新町１－１７－３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)梶田　智子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341300,298,8 加藤クリニック 〒470-0441 0565-75-2025加藤　高美 加藤　高美 平 9. 8. 1内   放   小  診療所
     　豊田298 豊田市深見町木戸３６９－１６２常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342300,299,6 杉山クリニック 〒470-0452 0565-76-5959杉山　文彦 杉山　文彦 平 9. 9. 1内   アレ 小  診療所
     　豊田299 豊田市迫町六反田７７－１ 常　勤:    1 新規 外   麻   皮  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343300,300,2 ちかだクリニック 〒470-0431 0565-76-5922医療法人ちかだクリニ近田　研 平15. 1. 1内   小   他  診療所
     　豊田300 豊田市西中山町牛田６３－３３ 常　勤:    1ック　理事長　近田　 組織変更 糖尿病・代謝内現存
     (医       1)研 平27. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344300,301,0 小原診療所 〒470-0531 0565-65-2013大野　政彦 大野　政彦 昭53. 6.26内   消   外  診療所
     　豊田301 豊田市小原町平田３５５ 常　勤:    1 整外 皮ひ 現存
     (医       1) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3345300,303,6 愛知県厚生農業協同組〒444-2351 0565-62-1211愛知県厚生農業協同組早川　富博 昭41. 5. 1一般       148病院
     　豊田303 合連合会　足助病院 豊田市岩神町仲田２０ 常　勤:   14合連合会　代表理事理 療養        42療養病床
     (医      13)事長　佐治　康弘 平29. 5. 1内   外   整外現存
     (薬       1) 婦   眼   耳い
     非常勤:   44 リハ 放   ひ  
     (医      44) 小   皮   脳外
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3346300,305,1 医療法人高橋医院 〒444-3242 0565-90-2015医療法人高橋医院　理髙橋　亮太郎 平元. 8. 1内   他   小  診療所
     　豊田305 豊田市大沼町越田和５８ 常　勤:    2事長　高橋　祐郎 循内 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347300,308,5 古橋クリニック 〒441-2513 0565-82-3638古橋　義人 古橋　義人 平12. 9. 1内   婦   診療所
     　豊田308 豊田市稲武町タヒラ１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3348300,309,3 下山クリニック 〒444-3242 0565-90-3800大竹　雅俊 大竹　雅俊 平 8. 7. 1内   小   診療所
     　豊田309 豊田市大沼町新井前東８７，８８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349300,310,1 あさひが丘クリニック〒471-0857 0565-37-3939医療法人ときわぎ会　伊藤　直史 平25. 1. 4外   他   内  診療所
     　豊田310 豊田市小川町４－４９－２ 常　勤:    1理事長　伊藤　直史 移動 リハ 小   現存
     (医       1) 平25. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3350300,311,9 内科・小児科小石川医〒444-2424 0565-62-0022小石川　功 小石川　功 平17.10. 5内   小   診療所
     　豊田311 院 豊田市足助町本町２４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351300,313,5 豊田市立乙ケ林診療所〒470-0552 0565-65-3008豊田市長　太田　稔彦小林　英明 平17. 4. 1内   小   外  診療所
     　豊田313 豊田市乙ケ林町寒田５５２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352300,315,0 医療法人ふなはし内科〒473-0902 0565-71-2784医療法人ふなはし内科船橋　直樹 平17. 7. 1内   リウ 他  診療所
     　豊田315 クリニック 豊田市大林町１７－７－２１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 腎内 現存
     (医       1)船橋　直樹 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3353300,316,8 山之手痛みと内科のク〒471-0832 0565-27-6581医療法人豊田山之手会新城　健太郎 平22. 5. 1他   整外 内  診療所
     　豊田316 リニック 豊田市丸山町８－２５ 常　勤:    1　理事長　新城　健太 その他 外   リハ 現存
     (医       1)郎 平28. 5. 1他：ペイン外
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3354300,317,6 さわだ耳鼻いんこう科〒471-0879 0565-37-3314澤田　健 澤田　健 平17. 9. 1耳い アレ 小  診療所
     　豊田317 クリニック 豊田市長興寺１０－５９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355300,318,4 もりもりこどもクリニ〒471-0841 0565-26-7788森　弘志 森　弘志 平17.11. 1小   アレ 診療所
     　豊田318 ック 豊田市深田町１－１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356300,320,0 杉田メンタルクリニッ〒471-0026 0565-36-5588杉田　裕 杉田　裕 平17.11. 1精   神   心内診療所
     　豊田320 ク 豊田市若宮町７－５－２ＡＲＫ豊常　勤:    1 新規 現存
     田ビル４階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3357300,321,8 ちあき眼科クリニック〒473-0936 0565-53-8080小林　千晶 小林　千晶 平18. 2. 1眼   診療所
     　豊田321 豊田市西岡町保ヶ山７０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358300,322,6 ひらい眼科 〒471-0013 0565-88-2880医療法人亜弓会　理事平井　美加子 平18. 2. 1一般         5診療所
     　豊田322 豊田市高上１－４－３ 常　勤:    2長　平井　美加子 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359300,323,4 せき内科 〒471-0033 0565-33-7500關　泰長 關　泰長 平18. 3. 1内   消   診療所
     　豊田323 豊田市月見町３－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3360300,324,2 井上医院 〒473-0907 0565-26-0800井上　裕康 井上　裕康 平18. 3. 1内   小   皮  診療所
     　豊田324 豊田市竜神町錦１７－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361300,326,7 舘ハートクリニック 〒470-0343 0565-46-5353舘　啓二 舘　啓二 平18. 5. 1内   循   診療所
     　豊田326 豊田市浄水町原山２７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3362300,327,5 こどもクリニックパパ〒471-0071 0565-31-8851医療法人こどもクリニ髙橋　昌久 平18. 4. 1小   アレ 胃  診療所
     　豊田327 豊田市東梅坪町２－９－２ 常　勤:    1ックパパ　理事長　髙 組織変更 心内 現存
     (医       1)橋　昌久 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363300,328,3 田中小児科医院 〒471-0067 0565-33-2355医療法人田中小児科医田中　潤 平18. 4. 1小   アレ 診療所
     　豊田328 豊田市栄生町５－９－２ 常　勤:    2院　理事長　田中　健 組織変更 現存
     (医       2)一 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3364300,329,1 あづま皮フ科クリニッ〒471-0825 0565-25-3316吾妻　靖子 吾妻　靖子 平18. 6. 1皮   アレ 診療所
     　豊田329 ク 豊田市明和町３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3365300,333,3 医療法人たなかクリニ〒470-0451 0565-76-7887医療法人たなかクリニ田中　一正 平18. 8. 1外   内   胃  診療所
     　豊田333 ック 豊田市藤岡飯野町井ノ脇４１４ 常　勤:    1ック　理事長　田中　 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)一正 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366300,335,8 いけど内科クリニック〒471-0006 0565-87-2551池戸　昌秋 池戸　昌秋 平18.11. 1内   他   小  診療所
     　豊田335 豊田市市木町６－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3367300,336,6 ハートフルクリニック〒471-0025 0565-34-3377医療法人双樹会　理事内田　貴典 平18.12. 1内   循   診療所
     　豊田336 豊田市西町６－２－８ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3368300,337,4 医療法人茜草会あかね〒471-0067 0565-37-8686医療法人茜草会　理事金森　あかね 平19. 2. 1一般        10診療所
     　豊田337 医院 豊田市栄生町４－１３－６ 常　勤:    1長　金森　あかね 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1) 平25. 2. 1他   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369300,340,8 医療法人かとう眼科ク〒471-0811 0565-88-3800医療法人かとう眼科ク加藤　基寛 平19. 4. 1眼   アレ 診療所
     　豊田340 リニック 豊田市御立町７－１１１ 常　勤:    1リニック　理事長　加 組織変更 現存
     (医       1)藤　基寛 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3370300,342,4 日比野内科クリニック〒473-0914 0565-51-0055日比野　通敬 日比野　通敬 平19. 6. 1内   循   診療所
     　豊田342 豊田市若林東町宮間１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3371300,345,7 みずの内科クリニック〒470-1211 0565-25-0805水野　裕文 水野　裕文 平19.10. 1内   呼   小  診療所
     　豊田345 豊田市畝部東町西丹波１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372300,347,3 いとう耳鼻咽喉科 〒470-0343 0565-46-8733伊藤　彰英 伊藤　彰英 平19.12. 1耳い アレ 小  診療所
     　豊田347 豊田市浄水町南平５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3373300,348,1 二葉内科クリニック 〒471-0014 0565-89-2228池口　宏 池口　宏 平20. 2. 1内   リウ 皮  診療所
     　豊田348 豊田市東山町１－５－７第２高橋常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平26. 2. 1
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 3374300,351,5 鈴木皮フ科 〒470-0343 0565-46-4112鈴木　彰一 鈴木　彰一 平20.10. 1皮   アレ 診療所
     　豊田351 豊田市浄水町南平１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3375300,352,3 なかね整形外科 〒471-0841 0565-74-0066中根　健 中根　健 平20.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊田352 豊田市深田町１－５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376300,354,9 かみや外科クリニック〒471-0013 0565-88-8568神谷　諭 神谷　諭 平21. 6. 1外   内   他  診療所
     　豊田354 豊田市高上１－１６－６ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平27. 6. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3377300,356,4 うめもとクリニック 〒473-0936 0565-55-1555医療法人樹敬会　理事梅本　雅也 平26. 3. 1内   小   呼内診療所
     　豊田356 豊田市西岡町唐池３４－６ 常　勤:    1長　梅本　雅也 移動 アレ 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378300,357,2 医療法人なりたクリニ〒473-0905 0565-51-1010医療法人なりたクリニ成田　祥子 平21. 7. 1眼   内   診療所
     　豊田357 ック 豊田市住吉町上根１－３ 常　勤:    3ック　理事長　成田　 組織変更 現存
     (医       2)祥子 平27. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3379300,358,0 森下医院 〒444-2846 0565-68-2301森下　尚 森下　尚 平21. 8. 1外   他   内  診療所
     　豊田358 豊田市小渡町船戸４９－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3380300,359,8 グリーンベルクリニッ〒473-0914 0565-51-0011医療法人葵鐘会　理事石松　志乃 平21. 8. 1一般        19診療所
     　豊田359 ク 豊田市若林東町棚田１６０－１ 常　勤:    2長　山下　守 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       2) 平27. 8. 1
     非常勤:   60
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3381300,360,6 前山キッズクリニック〒471-0828 0565-27-8888須賀　定雄 須賀　定雄 平21.10. 1小   診療所
     　豊田360 豊田市前山町３－９－１リューノ常　勤:    1 新規 現存
     スビル２階 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3382300,362,2 窪田整形外科リウマチ〒473-0911 0565-52-1631窪田　泰浩 窪田　泰浩 平22. 1.12整外 リウ 外  診療所
     　豊田362 クリニック 豊田市本町高根１２ 常　勤:    2 交代 リハ 内   現存
     (医       2) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3383300,364,8 早川内科医院 〒470-0372 0565-45-2241早川　誠 早川　誠 平22. 8. 1内   他   診療所
     　豊田364 豊田市井上町９－１３４－２ 常　勤:    1 交代 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384300,365,5 つかさ整形外科 〒471-0831 0565-37-3322医療法人福宣会　理事杉山　宣幸 平22. 7. 9整外 外   リウ診療所
     　豊田365 豊田市司町５－１２ 常　勤:    1長　杉山　宣幸 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385300,367,1 上條医院 〒470-1214 0565-21-8501上條　渉 上條　渉 平22.10. 1ひ   内   皮  診療所
     　豊田367 豊田市福受町下ノ切７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3386300,368,9 トヨタ眼科クリニック〒471-0868 0565-31-7875鈴木　美保 鈴木　美保 平22.10. 1眼   診療所
     　豊田368 豊田市神田町１－１ー１　西山地常　勤:    1 交代 現存
     産ビル３階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387300,369,7 さくら病院 〒470-1201 0565-28-3691医療法人成信会　理事庭本　直達 平22.10. 1一般        19病院
     　豊田369 豊田市豊栄町１１－１３１ 常　勤:    4長　小野　真奈美 組織変更 療養        76現存
     (医       4) 平28.10. 1内   他   小  
     非常勤:   33 神内 外   整外
     (医      33) 心外 形外 リウ
     美外 呼内 
     他：消内、消外
     、循内、人工透
     析内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3388300,370,5 あげつまクリニック 〒471-0823 0565-25-1203医療法人あげつまクリ揚妻　広隆 平23. 1. 1内   他   診療所
     　豊田370 豊田市今町２－６６ 常　勤:    2ニック　理事長　揚妻 組織変更 現存
     (医       2)　広隆 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3389300,371,3 あんどう耳鼻咽喉科ク〒470-0373 0565-44-8500安藤　豪 安藤　豪 平23. 2. 1耳い 他   アレ診療所
     　豊田371 リニック 豊田市四郷町千田６４－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3390300,372,1 近田医院 〒471-0014 0565-80-4524近田　直人 近田　直人 平23. 4. 1内   他   小  診療所
     　豊田372 豊田市東山町２－１５５５－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391300,373,9 こんどう耳鼻科クリニ〒473-0907 0565-27-3300近藤　雅幸 近藤　雅幸 平23. 9. 1耳い アレ 小  診療所
     　豊田373 ック 豊田市竜神町竜神２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3392300,374,7 医療法人　豊成会　た〒471-0852 0565-32-1531医療法人　豊成会　理竹内　正知 平23.10. 1小   精   診療所
     　豊田374 けうちこどもクリニッ豊田市御幸町２－５５ 常　勤:    2事長　竹内　正知 新規 現存
     ク (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3393300,375,4 ウェルスプリングウィ〒471-0805 0565-87-2237医療法人ウェルスプリ吉田　麻里子 平24. 1. 1婦   産   診療所
     　豊田375 メンズクリニック 豊田市美里６－７－１１ 常　勤:    1ングウィメンズクリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　吉田　 平30. 1. 1
     非常勤:    1麻里子
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394300,376,2 キッズクリニックサン〒473-0914 0565-51-1155医療法人キッズクリニ西田　純久 平24. 1. 1小   診療所
     　豊田376 タ 豊田市若林東町宮間１５－２０ 常　勤:    1ックサンタ　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)西田　純久 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395300,379,6 医療法人財団　健康睡〒471-0828 0565-26-0833医療法人財団健康睡眠鈴村　紀子 平24. 4. 1一般         8診療所
     　豊田379 眠会　豊田睡眠呼吸障豊田市前山町３－１－１　萬秀ビ常　勤:    1会　理事長　岩間　義 組織変更 耳い 現存
     害治療クリニック ル２階 (医       1)孝 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3396300,380,4 中村医院 〒444-2225 0565-86-1414医療法人中村医院　理中村　英治 平24. 4. 1内   外   小  診療所
     　豊田380 豊田市岩倉町柿田３９－３ 常　勤:    1事長　中村　英治 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3397300,381,2 柿本クリニック 〒471-0855 0565-71-1212医療法人双樹会　理事加藤　敏夫 平24. 5. 1眼   内   診療所
     　豊田381 豊田市柿本町４－８ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3398300,382,0 ふそうクリニック 〒471-0009 0565-88-2226医療法人国手会　理事古井　緑 平24. 7. 1内   診療所
     　豊田382 豊田市扶桑町４－３ 常　勤:    1長　古井　倫士 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399300,383,8 京町クリニック 〒471-0063 0565-42-6666平山　眞彦 平山　眞彦 平24. 8. 1内   診療所
     　豊田383 豊田市京町４－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3400300,384,6 山田醫院 〒441-2522 0565-82-2111山田　徳久 山田　徳久 平24.11. 1脳外 リハ 内  診療所
     　豊田384 豊田市武節町ソト田８０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3401300,385,3 美里たなかクリニック〒471-0806 0565-87-1133医療法人美里たなかク田中　斉 平24.10. 1内   呼内 診療所
     　豊田385 豊田市森町８－１０５ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)中　斉 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402300,386,1 なるせこどもアレルギ〒471-0064 0565-33-5252医療法人弘徳会　理事成瀬　徳彦 平25. 6. 1小   アレ 診療所
     　豊田386 ークリニック 豊田市梅坪町６－２－３ 常　勤:    1長　成瀬　武弘 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3403300,387,9 豊田すずき眼科 〒471-0832 0565-26-7111鈴木　克洋 鈴木　克洋 平25. 7. 1眼   他   診療所
     　豊田387 豊田市丸山町３－６８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404300,388,7 医療法人　星野耳鼻咽〒470-1207 0565-27-1133医療法人星野耳鼻咽喉星野　通隆 平25. 8. 1耳い 小   診療所
     　豊田388 喉科クリニック 豊田市鴛鴨町向山１７３－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　星野　通隆 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405300,389,5 おおくぼ内科クリニッ〒470-0343 0565-43-0600大久保　賢治 大久保　賢治 平25.10. 1内   他   診療所
     　豊田389 ク 豊田市浄水町南平５６－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3406300,391,1 グリーンベルＡＲＴク〒471-0027 0565-37-3535医療法人葵鐘会　理事西川　和代 平26. 2. 1産   婦   他  診療所
     　豊田391 リニック 豊田市喜多町２－１６０コモ・ス常　勤:    1長　山下　守 新規 婦人科（不妊治現存
     クエアウェスト３階 (医       1) 平26. 2. 1療）
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3407300,392,9 志賀耳鼻咽喉科 〒471-0804 0565-80-0808志賀　敦 志賀　敦 平26. 1. 4耳い 診療所
     　豊田392 豊田市神池町２－１２１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408300,394,5 あんどう内科皮フ科ク〒473-0912 0565-51-0808安藤　隆之 安藤　隆之 平26. 5. 1内   呼内 皮  診療所
     　豊田394 リニック 豊田市広田町西山７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3409300,397,8 豊田浄水こころのクリ〒470-0343 0565-42-8607西山　幸廣 西山　幸廣 平26. 9. 1精   心内 診療所
     　豊田397 ニック 豊田市浄水町南平８６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3410300,398,6 あかり浄水こどもクリ〒470-0343 0565-43-1551小林　朱里 小林　朱里 平26. 9. 1小   アレ 診療所
     　豊田398 ニック 豊田市浄水町伊保原１７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411300,399,4 ひので整形外科 〒471-0075 0565-36-5511医療法人豊優会　理事紙本　寛 平26. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     　豊田399 豊田市日之出町２－１１－１１ 常　勤:    1長　紙本　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412300,400,0 うさみ内科クリニック〒471-0822 0565-27-7222宇佐美　彰久 宇佐美　彰久 平26.10. 1内   他   診療所
     　豊田400 豊田市水源町５－３－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413300,401,8 むつおクリニック 〒470-0343 0565-43-3688楠瀬　睦郎 楠瀬　睦郎 平26.11. 1内   外   リハ診療所
     　豊田401 豊田市浄水町伊保原１７３－１ 常　勤:    1 新規 脳外 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3414300,403,4 あしかり眼科 〒473-0907 0565-24-2002 苅　正幸 苅　正幸 平26.12. 1眼   診療所
     　豊田403 豊田市竜神町錦１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3415300,404,2 きたまちクリニック 〒471-0027 0565-37-0618医療法人喜豊会　理事肌附　敏 平27. 1. 1他   外   内  診療所
     　豊田404 豊田市喜多町３－８０クラウンハ常　勤:    1長　肌附　敏 組織変更 皮   リハ 現存
     イツ２階 (医       1) 平27. 1. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3416300,405,9 石野の里診療所 〒470-0307 0565-49-2017社会福祉法人東加茂福三宅　孝 平27. 2. 1内   外   診療所
     　豊田405 豊田市東広瀬町神田２６－１ 常　勤:    1祉会　理事長　早川　 新規 現存
     (医       1)富博 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3417300,406,7 杉本内科クリニック 〒471-0032 0565-37-3377医療法人杉本内科クリ杉本　吉行 平27. 2. 1内   他   小  診療所
     　豊田406 豊田市日南町５－４７－１ 常　勤:    1ニック　理事長　杉本 組織変更 糖尿病内科、消現存
     (医       1)　吉行 平27. 2. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3418300,407,5 ほしの内科クリニック〒471-0869 0565-36-0002医療法人ほしの内科ク星野　洋 平27. 4. 1内   他   診療所
     　豊田407 豊田市十塚町１－４１－４ 常　勤:    1リニック　理事長　星 組織変更 消化器内科、内現存
     (医       1)野　洋 平27. 4. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419300,408,3 しのだ内科クリニック〒473-0902 0565-27-7700篠田　昌孝 篠田　昌孝 平27. 9. 1内   他   診療所
     　豊田408 豊田市大林町１０－２３－３ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420300,410,9 鈴村産婦人科 〒471-0026 0565-33-2351尾藤　長雄 尾藤　長雄 平28. 1.25一般        18診療所
     　豊田410 豊田市若宮町８－１－６ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平28. 1.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421300,412,5 豊田土橋こころのクリ〒471-0835 0565-41-7730小出　隆義 小出　隆義 平28. 8. 1心内 精   診療所
     　豊田412 ニック 豊田市曙町３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3422300,413,3 ふじしま内科 〒471-0046 0565-41-7720藤島　圭一郎 藤島　圭一郎 平28. 8. 1内   他   診療所
     　豊田413 豊田市本新町７－４８－６豊田ほ常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     っとかん　２階 (医       1) 平28. 8. 1科・脂質代謝内
     科・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423300,414,1 久保田クリニック 〒471-0855 0565-28-4657久保田　博也 久保田　博也 平28.10. 1他   内   小  診療所
     　豊田414 豊田市柿本町６－２１ 常　勤:    1 交代 胃内 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3424300,415,8 豊田整形外科 〒471-0823 0565-71-5050医療法人　豊田整形外川本　高基 平28.11. 1整外 リハ 麻  診療所
     　豊田415 豊田市今町６－２４－１ 常　勤:    1科　理事長　川本　高 組織変更 現存
     (医       1)基 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425300,416,6 こじま眼科 〒470-0373 0565-46-5611小嶋　丈司 小嶋　丈司 平29. 1. 1眼   診療所
     　豊田416 豊田市四郷町宮下河原２７－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3426300,417,4 かとう耳鼻咽喉科クリ〒471-0064 0565-37-3387加藤　貴重 加藤　貴重 平29. 2. 1耳い 他   アレ診療所
     　豊田417 ニック 豊田市梅坪町６－３－１１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 2. 1小耳い
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3427300,418,2 うめだクリニック 〒471-0845 0565-47-1555梅田　久視 梅田　久視 平29. 3. 1内   他   診療所
     　豊田418 豊田市田中町５－３８－９ 常　勤:    1 新規 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428300,421,6 広路町アイクリニック〒471-0864 0565-37-8030医療法人メディカルワ西本　圭一 平29. 3. 1眼   診療所
     　豊田421 豊田市広路町２－１－１ 常　勤:    2ン　理事長　栗原　英 組織変更 現存
     (医       2)史 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429300,422,4 しばはらクリニック 〒470-0348 0565-45-6633柴原　弘明 柴原　弘明 平29. 4. 1内   外   皮  診療所
     　豊田422 豊田市貝津町箕輪２１６－１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1他は緩和ケア内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3430300,423,2 なかねクリニック 〒471-0064 0565-37-8800中根　幸実 中根　幸実 平29. 4. 1他   内   整外診療所
     　豊田423 豊田市梅坪町８－３－９ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1他は脳神経外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3431300,424,0 かすがい皮膚科 〒471-0071 0565-32-1112春日井　親俊 春日井　親俊 平29. 5. 1皮   他   診療所
     　豊田424 豊田市東梅坪町９－８－３ 常　勤:    2 新規 他は小児皮膚科現存
     (医       2) 平29. 5. 1、美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432300,425,7 アイキッズクリニック〒471-0052 0565-35-1955医療法人ヒトメディカ会津　研二 平29. 5. 1小   アレ 診療所
     　豊田425 豊田市 妻町３－１０－２ 常　勤:    2　理事長　会津　研二 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433300,426,5 上郷整形外科・リハビ〒470-1216 0565-25-0377仁枝　祐一 仁枝　祐一 平29. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊田426 リテーション科 豊田市和会町稲葉２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434300,428,1 もとまち内科クリニッ〒471-0855 0565-24-8080伊藤　裕也 伊藤　裕也 平29.10. 1内   他   診療所
     　豊田428 ク 豊田市柿本町７－６６－１ 常　勤:    1 新規 他は消化器内科現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3435300,429,9 みかわとよたクリニッ〒471-0833 0565-71-1150武山　正行 武山　正行 平29.10. 1眼   診療所
     　豊田429 ク 豊田市山之手８－９２トヨタ生協常　勤:    1 交代 現存
     メグリア本店３階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436300,430,7 山元整形外科皮膚科 〒471-0833 0565-28-5248医療法人山元整形外科山元　貞彦 平30. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　豊田430 豊田市山之手５－１１３ 常　勤:    2皮膚科　理事長　山元 組織変更 皮   現存
     (医       2)　貞彦 平30. 1. 1
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 3437300,431,5 豊田若竹病院 〒473-0913 0565-51-3000社会福祉法人如水会　古谷　愛晴 平30. 4. 1一般 病院
     (301,431,0) 豊田市竹元町荒子１５ 常　勤:    8理事長　竹市　冬彦 新規     一般    50療養病床
     　豊田431 (医       8) 平30. 4. 1療養 現存
     非常勤:   11     療養   200
     (医       9) 内   外   整外
     (歯       2) 形外 皮   脳外
     眼   耳い 小  
     歯外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3438300,432,3 トータルサポートクリ〒470-1206 080-4307-1073医療法人社団明照会　重政　勇介 平30. 4. 1内   診療所
     　豊田432 ニック豊田 豊田市永覚新町３－２４－１ＩＫ常　勤:    1理事長　小倉　行雄 新規 現存
     ビルド１０１ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3439310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 0566-75-2111愛知県厚生農業協同組浦田　士郎 平14. 4.30一般       749地域支援
     (311,010,0) 合連合会安城更生病院安城市安城町東広畔２８ 常　勤:  222合連合会　代表理事理 移動 内   他   神内病院
     　安城10 (医     219)事長　佐治　康弘 平26. 4.30呼内 精   小  現存
     (歯       1) 外   整外 リウ
     (薬       2) 形外 脳外 呼外
     非常勤:  115 心外 小外 皮  
     (医     109) ひ   産婦 眼  
     (歯       4) 耳い リハ 放  
     (薬       2) 麻   病理 臨床
     歯外 
     血・腫内、内分
     泌・糖尿内、消
     内、循内、腎内
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440310,046,9 沓名医院 〒444-1221 0566-92-0010沓名　義雄 沓名　義雄 昭47. 1. 5一般    診療所
     　安城46 安城市和泉町北本郷１７５ 常　勤:    1 内   現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441310,056,8 安城市休日夜間急病診〒446-0045 0566-76-2022安城市長　神谷　学 清水　誠司 昭62. 5. 1内   小   歯  診療所
     (311,056,3) 療所 安城市横山町下毛賀知１０６－１常　勤:    1 現存
     　安城56 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:  169
     (医      75)
     (歯      59)
     (薬      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3442310,060,0 医療法人碧友会堀尾安〒446-0061 0566-76-8311医療法人碧友会　理事堀尾　仁 昭54. 9. 3一般        20病院
     　安城60 城病院 安城市新田町小山１１７ 常　勤:    4長　堀尾　仁 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       4) 平24. 9. 3
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443310,065,9 松井整形外科 〒446-0021 0566-75-1177医療法人安祥会　理事松井　順一 平16. 8. 1一般        19診療所
     　安城65 安城市法連町８－１１ 常　勤:    3長　西尾　真 その他 整外 内   リウ現存
     (医       3) 平28. 8. 1麻   リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444310,067,5 渡辺整形外科 〒446-0066 0566-77-1333渡邊　鐘藏 渡邊　鐘藏 昭61. 1. 1外   整外 リハ診療所
     　安城67 安城市池浦町小山西７７－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3445310,070,9 医療法人純和会矢作川〒444-1164 0566-99-3171医療法人純和会　理事妹尾　久 昭62. 4. 1精神       186病院
     (311,070,4) 病院 安城市藤井町南山１４１ 常　勤:    5長　飯島　徳哲 精   心内 内  現存
     　安城70 (医       4) 平29. 4. 1他   歯   歯外
     (歯       1) 胃内、循内
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3446310,071,7 あいち内科胃腸科 〒446-0076 0566-77-3183相地　正文 相地　正文 昭62.10. 1内   他   診療所
     　安城71 安城市美園町２－９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447310,072,5 医療法人碧桜会横山医〒444-1154 0566-99-0069医療法人碧桜会　理事平野　佳香 平13. 5. 1内   小   放  診療所
     　安城72 院 安城市桜井町西町中４９－１ 常　勤:    2長　平野　佳香 移動 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3448310,073,3 医療法人祥北耳鼻咽喉〒446-0021 0566-76-3040医療法人祥北会　理事犬塚　映二 平元. 7. 1耳   診療所
     　安城73 科 安城市法連町１８－１２ 常　勤:    1長　犬塚　映二 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449310,074,1 医療法人野々川内科 〒446-0034 0566-75-2578医療法人野々川内科　野々川　信 平元. 7. 1内   循   皮  診療所
     　安城74 安城市南町２－２０ 常　勤:    2理事長　野々川　信 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3450310,076,6 医療法人鳥居医院 〒446-0055 0566-74-3030医療法人鳥居医院　理鳥居　正芳 平元.11. 1内   呼内 小  診療所
     　安城76 安城市緑町１－４－５ 常　勤:    1事長　鳥居　正芳 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451310,077,4 いながき医院 〒444-1154 0566-99-0210医療法人いながき医院稲垣　淳 平20.11. 1内   他   呼内診療所
     　安城77 安城市桜井町新田６５－１ 常　勤:    2　理事長　稲垣　淳 移動 小   現存
     (医       2) 平26.11. 1糖内分泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452310,078,2 医療法人佐野レディー〒446-0026 0566-75-2141医療法人佐野レディー佐野　倫代 平15. 4. 1産婦 診療所
     　安城78 スクリニック 安城市安城町西広畔１１４－２ 常　勤:    1スクリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　佐野　倫代 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453310,081,6 医療法人　野村内科 〒446-0071 0566-98-0725医療法人野村内科　理野村　俊之 平 2. 5. 1内   診療所
     　安城81 安城市今池町１－１４－６ 常　勤:    2事長　野村　俊之 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3454310,083,2 社会医療法人財団新和〒446-8510 0566-97-8111社会医療法人財団新和彌政　晋輔 平17. 5. 1一般       316病院
     　安城83 会　八千代病院 安城市住吉町２－２－７ 常　勤:   67会　理事長　松本　隆 移動 療養       104現存
     (医      67)利 平29. 5. 1内   神内 他  
     非常勤:   67 外   呼外 整外
     (医      67) 脳外 ひ   麻  
     小   皮   産婦
     眼   耳い リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3455310,085,7 医療法人裕修会篠原産〒446-0035 0566-76-5456医療法人裕修会　理事篠原　裕 平 2.11. 1一般        17診療所
     　安城85 婦人科医院 安城市錦町１０－１０ 常　勤:    1長　篠原　裕 産婦 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3456310,086,5 都築医院 〒446-0032 0566-76-3323都築　雅人 都築　雅人 平29.11. 1内   他   神内診療所
     　安城86 安城市御幸本町６－８ 常　勤:    1 移動 他は循環器内科現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457310,093,1 安城整形外科 〒446-0059 0566-77-9911田中　廣光 田中　廣光 平 4.11. 1整外 リハ 診療所
     　安城93 安城市三河安城本町１－２２－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3458310,095,6 医療法人平安会平野眼〒446-0031 0566-74-0570医療法人平安会平野眼平野　啓治 平14. 8.17一般    診療所
     　安城95 科 安城市朝日町２ー１１ 常　勤:    2科　理事長　平野　啓 移動 眼   麻   現存
     (医       2)治 平26. 8.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3459310,097,2 医療法人神谷こども内〒446-0014 0566-77-8422医療法人神谷こども内神谷　賢二 平 5.10. 1小   内   診療所
     　安城97 科クリニック 安城市別郷町荒子９８ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　神谷　賢二 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460310,105,3 安城皮膚科 〒446-0059 0566-77-9191田中　雅子 田中　雅子 平 6. 8. 1皮   診療所
     　安城105 安城市三河安城本町１－２２－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3461310,109,5 野々田小児科 〒446-0072 0566-98-8855医療法人静陵会　理事野々田　亨 平 7. 1. 1内   小   診療所
     　安城109 安城市住吉町７－２３－３ 常　勤:    1長　野々田　亨 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462310,111,1 とどろき内科循環器科〒446-0071 0566-97-0070等々力　仁志 等々力　仁志 平 7. 3. 1内   他   診療所
     　安城111 安城市今池町１－３－７ 常　勤:    1 新規 循内 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463310,113,7 大岡皮膚科堀尾医院 〒446-0017 0566-77-1111医療法人大岡皮膚科堀堀尾　豊 平 7. 7. 1皮   ひ   性  診療所
     　安城113 安城市大岡町宮東５２ 常　勤:    1尾医院　理事長　堀尾 組織変更 現存
     (医       1)　豊 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3464310,114,5 藤井内科．胃腸科 〒446-0066 0566-74-1101藤井　康彰 藤井　康彰 平 7. 9. 1内   胃   こう診療所
     　安城114 安城市池浦町池浦９４－４４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3465310,116,0 たかぎクリニック 〒446-0072 0566-98-9050高木　英志 高木　英志 平 7.12. 1内   呼内 アレ診療所
     　安城116 安城市住吉町荒曽根１５８－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466310,119,4 医療法人憩心会神谷ク〒446-0031 0566-77-8810医療法人憩心会神谷ク神谷　憲 平18.11.25精   神   内  診療所
     　安城119 リニック 安城市朝日町２７－７ 常　勤:    1リニック　理事長　神 移動 現存
     (医       1)谷　憲 平24.11.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3467310,124,4 安城共立クリニック 〒446-0065 0566-73-0610医療法人偕行会　理事坪井　正人 平21.11. 9他   診療所
     　安城124 安城市大東町４－１４ 常　勤:    1長　川原　弘久 移動 現存
     (医       1) 平27.11. 9
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3468310,125,1 近藤医院 〒446-0053 0566-92-6850医療法人近藤医院　理近藤　倉生 平10. 1. 1内   外   小  診療所
     　安城125 安城市高棚町大道５３－２ 常　勤:    2事長　近藤　倉生 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469310,126,9 医療法人もりかわ皮フ〒446-0032 0566-77-0003医療法人もりかわ皮フ森川　光也 平10. 1. 1皮   アレ 小  診療所
     　安城126 科 安城市御幸本町１４－１５ 常　勤:    1科　理事長　森川　光 組織変更 現存
     (医       1)也 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470310,127,7 あおき小児科 〒446-0072 0566-97-5200青木　孝夫 青木　孝夫 平20.10. 1小   アレ 診療所
     　安城127 安城市住吉町荒曽根８０－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471310,128,5 おおのこどもクリニッ〒446-0044 0566-77-6781医療法人大峰会　理事大野　敏行 平10. 7. 1小   アレ 診療所
     　安城128 ク 安城市百石町２ー２６ー１ 常　勤:    1長　大野　敏行 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472310,129,3 森整形外科 〒446-0044 0566-77-0200医療法人森整形外科　森　宗茂 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　安城129 安城市百石町２ー２６ー５ 常　勤:    1理事長　森　宗茂 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3473310,130,1 長坂眼科 〒446-0073 0566-72-6771長坂　誠 長坂　誠 平11. 1. 1眼   診療所
     　安城130 安城市篠目町１－５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3474310,133,5 鳥居内科 〒446-0063 0566-76-4072鳥居　尚志 鳥居　尚志 平11. 1.27内   小   診療所
     　安城133 安城市昭和町１５－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3475310,135,0 わしだクリニック 〒446-0026 0566-77-8181医療法人わしだクリニ和志田　重人 平11.10. 1ひ   他   皮  診療所
     　安城135 安城市安城町天草７７ー２ 常　勤:    2ック　理事長　和志田 組織変更 内   現存
     (医       2)　重人 平29.10. 1女性ひ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3476310,137,6 池浦クリニック 〒446-0066 0566-72-0550医療法人仁泉会　理事川久保　明利 平12. 1. 1内   診療所
     　安城137 安城市池浦町丸田２３６－３ 常　勤:    1長　川久保　明利 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477310,139,2 耳鼻咽喉科すぎもとク〒446-0058 0566-79-3387杉本　真人 杉本　真人 平12. 3.31耳   アレ 小  診療所
     　安城139 リニック 安城市三河安城南町２－５－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3478310,140,0 いしかわハーブクリニ〒446-0034 0566-72-8525石川　利博 石川　利博 平28.10. 1心内 他   内  診療所
     　安城140 ック 安城市南町１１－１６ 常　勤:    1 移動 神内 精   現存
     (医       1) 平28.10. 1漢内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479310,141,8 松原医院 〒446-0007 0566-96-1551松原　明良 松原　明良 平12. 5. 1内   他   小  診療所
     　安城141 安城市東栄町４－５－２１ 常　勤:    1 新規 消内 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480310,143,4 岡田内科 〒444-1155 0566-99-2370岡田　良三 岡田　良三 平12. 7. 1内   呼   消  診療所
     　安城143 安城市堀内町形谷１６－２ 常　勤:    1 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3481310,144,2 眼科神原クリニック 〒446-0044 0566-77-4179医療法人眼科神原クリ神原　行浩 平13. 1. 1眼   診療所
     　安城144 安城市百石町２－２７－１ 常　勤:    1ニック　理事長　神原 組織変更 現存
     (医       1)　行浩 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3482310,151,7 上田整形外科・内科 〒446-0072 0566-96-5566上田　修 上田　修 平14. 5. 1整外 内   リハ診療所
     　安城151 安城市住吉町５－２０－８ 常　勤:    2 新規 アレ 麻   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3483310,152,5 坪井眼科 〒446-0056 0566-72-5631坪井　雄吾 坪井　雄吾 平17.12. 1眼   診療所
     　安城152 安城市三河安城町２－９－１桜路常　勤:    1 移動 現存
     １階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484310,153,3 碧海共立クリニック 〒446-0053 0566-73-2710医療法人偕行会　理事小野木　健詞 平14. 6. 1他   診療所
     　安城153 安城市高棚町中島１１５－１ 常　勤:    1長　川原　弘久 新規 人工透析内科 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3485310,154,1 鷹津内科循環器科 〒446-0059 0566-71-3335鷹津　文麿 鷹津　文麿 平26. 7. 1内   他   診療所
     　安城154 安城市三河安城本町２－４－７ 常　勤:    1 移動 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486310,155,8 耳鼻咽喉科あかなべク〒446-0071 0566-97-5560医療法人あかなべクリ茜部　康一郎 平14.10. 1耳い 小   診療所
     　安城155 リニック 安城市今池町３－６－９ 常　勤:    1ニック　理事長　茜部 組織変更 現存
     (医       1)　康一郎 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487310,156,6 咲くらクリニック 〒446-0072 0566-96-5500小林　直隆 小林　直隆 平15. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     　安城156 安城市住吉町５－１５－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3488310,157,4 わかば内科 〒446-0044 0566-71-1155恒川　卓 恒川　卓 平15. 4. 1内   小   麻  診療所
     　安城157 安城市百石町２－２７－１５ 常　勤:    1 新規 アレ リハ 循  現存
     (医       1) 平27. 4. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489310,163,2 医療法人紘寿会今本町〒446-0008 0566-98-6722医療法人紘寿会　理事稲垣　とよみ 平16. 7. 1皮   診療所
     　安城163 皮膚科 安城市今本町２－８－１３ 常　勤:    2長　稲垣　とよみ 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3490310,164,0 のもと内科・小児科 〒446-0073 0566-79-3888野本　茂 野本　茂 平16. 9. 1内   循   小  診療所
     　安城164 安城市篠目町童子７３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3491310,166,5 土井胃腸科外科クリニ〒444-1161 0566-99-1235医療法人いちえ会　理土井　孝司 平17. 2. 1胃   外   整外診療所
     　安城166 ック 安城市姫小川町舘出１６２ 常　勤:    1事長　土井　孝司 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492310,168,1 わたべクリニック 〒446-0007 0566-98-0025渡部　圭一朗 渡部　圭一朗 平17. 3. 1内   小   循  診療所
     　安城168 安城市東栄町２－５０４－１ 常　勤:    2 交代 リハ 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493310,170,7 ささめ整形外科 〒446-0073 0566-72-1114医療法人ささめ整形外太田　義明 平17. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　安城170 安城市篠目町竜田７０－６ 常　勤:    2科　理事長　太田　義 組織変更 現存
     (医       1)明 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3494310,172,3 さくらい眼科クリニッ〒444-1155 0566-73-7676鈴木　陽介 鈴木　陽介 平18. 2. 1眼   診療所
     　安城172 ク 安城市堀内町カラ桶３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495310,174,9 つぼいセントラルクリ〒446-0057 0566-76-1720坪井　俊二 坪井　俊二 平18. 5. 1内   外   皮  診療所
     　安城174 ニック 安城市三河安城東町１－７－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496310,176,4 内科消化器科市川クリ〒446-0045 0566-74-8031榊原　啓 榊原　啓 平18. 7. 1内   消   診療所
     　安城176 ニック 安城市横山町八左１８５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497310,178,0 とね耳鼻咽喉科クリニ〒444-1155 0566-73-3737刀根　正樹 刀根　正樹 平18. 9. 1一般         2診療所
     　安城178 ック 安城市堀内町山畑６４－１ 常　勤:    1 新規 耳い アレ 小  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3498310,182,2 清水クリニック 〒444-1154 0566-73-3373医療法人誠幸会　理事清水　誠司 平19. 4. 1内   他   アレ診療所
     　安城182 安城市桜井町三度山８－１ 常　勤:    2長　清水　誠司 組織変更 小   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3499310,183,0 みかわ整形外科 〒444-1155 0566-73-7333医療法人健整会　理事渡部　健 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　安城183 安城市堀内町カラ桶２２－１ 常　勤:    1長　渡部　健 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3500310,184,8 青山メンタルクリニッ〒446-0058 0566-73-6900医療法人樹風会　理事青山　隆 平19. 4. 1精   神   心内診療所
     　安城184 ク 安城市三河安城南町１－１５－１常　勤:    1長　青山　隆 組織変更 現存
     ０シティタワ―３階北 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501310,185,5 かまた皮膚科 〒444-1154 0566-79-1212鎌田　聡 鎌田　聡 平19. 5. 1皮   他   アレ診療所
     　安城185 安城市桜井町元山２３－１ 常　勤:    1 新規 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502310,186,3 宮元クリニック 〒446-0071 0566-97-1193宮元　直数 宮元　直数 平20. 2. 1外   整外 リハ診療所
     　安城186 安城市今池町２－２－２９オーエ常　勤:    1 新規 内   現存
     ムビル２階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503310,187,1 三河安城クリニック 〒446-0037 0566-77-5555奥嶋　正衛 奥嶋　正衛 平20. 7.10内   放   婦  診療所
     　安城187 安城市相生町１４－１４ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3504310,188,9 美園フォレストクリニ〒446-0076 0566-74-7711医療法人純和会　理事飯島　徳哲 平20.12. 1精   心内 診療所
     　安城188 ック 安城市美園町１－１－３，１－２常　勤:    1長　飯島　徳哲 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3505310,191,3 堀眼科クリニック 〒446-0043 0566-77-3335堀　健二 堀　健二 平21. 2. 1眼   診療所
     　安城191 安城市城南町２－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506310,193,9 亀井整形外科クリニッ〒446-0045 0566-70-8366亀井　剛 亀井　剛 平21. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     　安城193 ク 安城市横山町横山４６－３ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507310,194,7 安城ささめ耳鼻科 〒446-0073 0566-71-1487林　秀雄 林　秀雄 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     　安城194 安城市篠目町二タ又４７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3508310,195,4 三河乳がんクリニック〒446-0073 0566-91-1067水谷　三浩 水谷　三浩 平21. 4. 1一般         9診療所
     　安城195 安城市篠目町肥田３９－６ 常　勤:    1 新規 他   形外 現存
     (医       1) 平27. 4. 1乳外
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509310,196,2 医療法人成信会　安城〒446-0061 0566-75-8181医療法人成信会　理事小野　真奈美 平21. 7. 1内   他   リウ診療所
     　安城196 新田クリニック 安城市新田町縦町３１ 常　勤:    2長　小野　真奈美 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平27. 7. 1人工透析内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510310,197,0 さとう整形外科 〒446-0063 0566-76-2858佐藤　崇 佐藤　崇 平23. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　安城197 安城市昭和町１９－３５ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511310,198,8 はちウィメンズクリニ〒446-0051 0566-71-4800鈴木　正樹 鈴木　正樹 平22. 4. 1婦   診療所
     　安城198 ック・安城 安城市箕輪町唐生３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3512310,200,2 みうらクリニック 〒446-0001 0566-96-6900医療法人ＭＩＲＡＩ　三浦　由雄 平22. 7. 1内   他   皮  診療所
     　安城200 安城市里町畑下７６ 常　勤:    1理事長　三浦　由雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3513310,201,0 リョウこどもとアレル〒444-1161 0566-99-4700小松原　亮 小松原　亮 平23. 6. 1小   アレ 診療所
     　安城201 ギークリニック 安城市姫小川町遠見塚１３３－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3514310,202,8 みかわ医院 〒446-0058 0566-71-1323牧野　創 牧野　創 平23. 5. 1眼   診療所
     　安城202 安城市三河安城南町１－４－８ラ常　勤:    1 交代 現存
     ・フーズコア２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3515310,203,6 錦町クリニック 〒446-0035 0566-72-7211医療法人錦町クリニッ石﨑　誠二 平23. 7. 1内   診療所
     　安城203 安城市錦町１－５ 常　勤:    1ク　理事長　石﨑　誠 組織変更 現存
     (医       1)二 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3516310,204,4 アイエムクリニック・〒446-0073 0566-91-2065岡本　雅彦 岡本　雅彦 平24. 3. 1内   他   アレ診療所
     　安城204 安城 安城市篠目町１－１１－１６ 常　勤:    1 新規 外（臓器移植）現存
     (医       1) 平30. 3. 1、緩和ケア内
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3517310,205,1 マグマグこどもクリニ〒446-0066 0566-72-0909瀧本　洋一 瀧本　洋一 平24. 4. 1小   診療所
     　安城205 ック 安城市池浦町池東８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518310,206,9 あおば皮フ科クリニッ〒446-0072 0566-45-6655杉浦　光洋 杉浦　光洋 平24. 6. 1皮   アレ 診療所
     　安城206 ク 安城市住吉町荒曽根１５５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3519310,207,7 ほった眼科クリニック〒446-0045 0566-91-2121医療法人ほった眼科ク堀田　和男 平25. 1. 1眼   診療所
     　安城207 安城市横山町横山４５－５ 常　勤:    1リニック　理事長　堀 組織変更 現存
     (医       1)田　和男 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520310,208,5 里町眼科 〒446-0001 0566-97-1150小國　務 小國　務 平25. 3. 1眼   診療所
     　安城208 安城市里町２－７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3521310,209,3 たけみつファミリーク〒446-0035 0566-93-1528武光　哲志 武光　哲志 平25. 5. 1内   他   小  診療所
     　安城209 リニック 安城市錦町２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522310,210,1 新安城耳鼻科クリニッ〒446-0007 0566-96-1500大橋　卓 大橋　卓 平25.10. 1耳い 他   アレ診療所
     　安城210 ク 安城市東栄町４－７－２３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.10. 1小児耳鼻咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   405 頁

 3523310,211,9 藤井ハートクリニック〒446-0026 0566-71-5151医療法人英心会　理事藤井　英樹 平26. 4. 1他   内   呼内診療所
     　安城211 安城市安城町広美３７－５ 常　勤:    2長　藤井　英樹 組織変更 心外 外   呼外現存
     (医       2) 平26. 4. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3524310,214,3 深津医院 〒444-1213 0566-45-7205深津　敦司 深津　敦司 平27. 4. 1内   他   診療所
     　安城214 安城市東端町天白１４－２ 常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3525310,215,0 医療法人　輝　ジュン〒446-0073 0566-71-0308医療法人　輝　理事長鈴木　明彦 平27. 7. 1一般 診療所
     　安城215 レディースクリニック安城市篠目町童子２０２－８ 常　勤:    3　畔柳　純一 新規     一般    19現存
     安城 (医       3) 平27. 7. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3526310,216,8 ミユキクリニック 〒446-0032 0566-76-3877古谷　由美子 古谷　由美子 平28. 2. 1眼   診療所
     　安城216 安城市御幸本町３－１グリーンパ常　勤:    1 新規 現存
     ールビル１階 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3527310,217,6 ますだ皮ふクリニック〒446-0045 0566-71-0036増田　洋祐 増田　洋祐 平28. 5. 1形外 皮   他  診療所
     　安城217 安城市横山町八左２１４－１ 常　勤:    1 新規 他は、美容皮膚現存
     (医       1) 平28. 5. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528310,218,4 加藤内科 〒446-0051 0566-76-2859林　隆男 林　隆男 平28. 4. 1内   小   他  診療所
     　安城218 安城市箕輪町本屋敷１００ 常　勤:    1 交代 他は、消化器内現存
     (医       1) 平28. 4. 1科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3529310,219,2 飯塚クリニック 〒446-0052 0566-73-6868医療法人飯塚クリニッ飯塚　敦彦 平28. 7. 1ひ   内   皮  診療所
     　安城219 安城市福釜町鴻ノ巣８０－１ 常　勤:    1ク　理事長　飯塚　敦 組織変更 現存
     (医       1)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530310,221,8 二本木クリニック 〒446-0054 0566-79-0085馬渕　龍彦 馬渕　龍彦 平28. 9. 1内   他   診療所
     　安城221 安城市二本木町切替６０－２ 常　勤:    1 新規 他は、消化器内現存
     (医       1) 平28. 9. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531310,222,6 やました内科小児科ク〒446-0042 0566-71-2556医療法人隆昌会　理事山下　高範 平28.10. 1内   他   小  診療所
     　安城222 リニック 安城市大山町２－９－１ 常　勤:    2長　山下　高範 組織変更 アレ リハ 心内現存
     (医       2) 平28.10. 1神内 
     循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3532310,223,4 みつわクリニック 〒446-0071 0566-93-1656医療法人濱碇会　理事鈴木　伸幸 平29. 5. 1心内 精   他  診療所
     　安城223 安城市今池町１－２－８ 常　勤:    2長　山口　隆義 新規 他は老年精神科現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 3533310,224,2 桜井アイクリニック 〒444-1154 0566-73-3560根本　伸之 根本　伸之 平29. 5. 1眼   診療所
     　安城224 安城市桜井町貝戸尻６０アピタ安常　勤:    1 新規 現存
     城南店２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3534310,225,9 ゆばクリニック 〒446-0073 0566-71-3456医療法人宏真会　理事弓場　宏 平29. 7. 1ひ   内   診療所
     　安城225 安城市篠目町二タ又２４－１ 常　勤:    1長　弓場　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535310,226,7 ひこぼし内科クリニッ〒444-1162 0566-73-3377医療法人尚爽会　理事山田　雅彦 平29.11. 1内   他   診療所
     　安城226 ク 安城市小川町金政１２９－５ 常　勤:    1長　山田　雅彦 組織変更 他は消化器内科現存
     (医       1) 平29.11. 1、肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3536310,227,5 のむらこどもクリニッ〒444-1154 0566-99-0808野村　武雅 野村　武雅 平30. 4. 1小   診療所
     　安城227 ク 安城市桜井町貝戸尻３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537310,228,3 赤松町わたなべ内科ク〒446-0046 0566-77-0666渡辺　洋樹 渡辺　洋樹 平30. 5. 1内   他   診療所
     　安城228 リニック 安城市赤松町前川１６－３ 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3538320,015,2 西尾病院 〒445-0824 0563-57-5138医療法人田中会　理事田中　正規 昭35. 9. 3一般        60病院
     　西尾15 西尾市和泉町２２ 常　勤:    7長　田中　正規 療養       110療養病床
     (医       7) 平29. 9. 3内   外   整外現存
     非常勤:   42 脳外 ひ   他  
     (医      42) 神内 呼内 麻  
     放   リハ 
     消内、循内、糖
     内、消・こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3539320,019,4 宍戸整形外科 〒445-0866 0563-56-8177宍戸　量一 宍戸　量一 昭53. 1. 5整外 リハ 診療所
     　西尾19 西尾市塩町９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540320,021,0 西尾市民病院 〒445-0071 0563-56-3171西尾市長　中村　健 禰宜田　政隆 平 2. 2.26一般       400病院
     　西尾21 西尾市熊味町上泡原６ 常　勤:   52 内   小   外  現存
     (医      52) 平29. 2.26整外 形外 脳外
     非常勤:   59 呼外 皮   ひ  
     (医      59) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     精   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3541320,052,5 三村医院 〒445-0851 0563-56-0220三村　幸弘 三村　幸弘 昭50. 4. 1一般         9診療所
     　西尾52 西尾市住吉町３－１２ 常　勤:    2 耳   気食 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542320,054,1 大見医院 〒444-0305 0563-59-6148大見　秀之 大見　秀之 昭51. 8. 1内   胃   外  診療所
     　西尾54 西尾市平坂町丸山５７ 常　勤:    1 皮   ひ   こう現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543320,055,8 医療法人仁聖会　西尾〒445-0831 0563-56-5155医療法人仁聖会　理事長谷川　寛 平元. 3. 1内   診療所
     　西尾55 クリニック 西尾市大給町１０２ 常　勤:    3長　村井　澄子 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544320,062,4 藤井皮フ科 〒445-0852 0563-54-4478藤井　隆 藤井　隆 昭54. 2. 1皮   診療所
     　西尾62 西尾市花ノ木町２－３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545320,066,5 やすい小児科 〒445-0071 0563-56-1160安井　正之 安井　正之 昭56. 5. 1小   診療所
     　西尾66 西尾市熊味町北十五夜１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3546320,068,1 湯口眼科医院 〒445-0853 0563-57-2078湯口　修次 湯口　修次 平18. 4.29眼   診療所
     　西尾68 西尾市桜木町４－３９ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547320,070,7 なかざわ記念クリニッ〒445-0073 0563-54-3115医療法人仁医会　理事中澤　仁 平 8. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     　西尾70 ク 西尾市寄住町洲田２０－１ 常　勤:    2長　中澤　信 その他 小   麻   脳外現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3548320,071,5 こどもクリニック宮地〒444-0324 0563-59-5500宮地　幸紀 宮地　幸紀 昭60. 7. 1小   診療所
     　西尾71 医院 西尾市寺津町美之掛３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3549320,074,9 浅井内科 〒445-0075 0563-54-3318浅井　清和 浅井　清和 昭61.12. 1内   呼   胃  診療所
     　西尾74 西尾市戸ケ崎２－１５－８ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
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 3550320,077,2 医療法人尚志会山田産〒445-0813 0563-56-3245医療法人尚志会　理事山田　満尚 昭62.10. 1一般        19診療所
     　西尾77 婦人科 西尾市若松町３８ 常　勤:    3長　山田　滿尚 産   婦   小  現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551320,080,6 杉浦眼科 〒445-0073 0563-56-8700杉浦　康治 杉浦　康治 平元. 7. 1眼   診療所
     　西尾80 西尾市寄住町佃７７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552320,081,4 医療法人仁雪会寺本医〒445-0831 0563-54-3121医療法人仁雪会　理事寺本　いほり 平元.10. 1内   整外 診療所
     　西尾81 院 西尾市大給町３８ 常　勤:    2長　寺本　いほり 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553320,086,3 医療法人孝世会奥山医〒444-0322 0563-59-8888医療法人孝世会奥山医金原　春樹 平 2. 9. 1小   内   診療所
     　西尾86 院 西尾市巨海町宮前１５－１ 常　勤:    1院　理事長　金原　春 現存
     (医       1)樹 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554320,087,1 医療法人四方医院　四〒445-0864 0563-56-1600医療法人四方医院　理四方　敦 平22. 4.14他   外   内  診療所
     　西尾87 方乳腺胃腸クリニック西尾市錦城町６３ 常　勤:    1事長　四方　繁 移動 現存
     (医       1) 平28. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3555320,091,3 医療法人杉和会杉浦ク〒444-0304 0563-59-4117医療法人杉和会　理事杉浦　政和 平 4.10. 1内   外   脳外診療所
     　西尾91 リニック 西尾市中畑１－６３ 常　勤:    1長　杉浦　政和 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3556320,092,1 医療法人石川内科 〒445-0063 0563-54-3631医療法人石川内科　石石川　太郎 平 5. 1. 1内   循   胃  診療所
     　西尾92 西尾市今川町東大城１５－１ 常　勤:    1川　太郎 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3557320,093,9 医療法人晃成会　加藤〒445-0864 0563-57-2607医療法人晃晟会　理事加藤　達也 平 5. 4. 1内   胃   小  診療所
     　西尾93 医院 西尾市錦城町１４４ 常　勤:    1長　加藤　俊介 外   皮ひ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3558320,094,7 小野田整形外科クリニ〒445-0062 0563-54-3022医療法人小野田整形外小野田　卓男 平 5.10. 1一般         4診療所
     　西尾94 ック 西尾市丁田町上之切１ 常　勤:    2科　理事長　小野田　 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       2)卓男 平29.10. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3559320,095,4 定塚メンタルクリニッ〒445-0064 0563-54-6033定塚　甫 定塚　甫 平16. 1. 1神   精   神内診療所
     　西尾95 ク 西尾市高畠町４－３８ 常　勤:    1 移動 心内 内   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560320,096,2 山岸クリニック 〒445-0871 0563-54-8008山岸　茂樹 山岸　茂樹 平 7. 2. 1内   消   小  診療所
     　西尾96 西尾市永吉町２１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561320,099,6 医療法人榊原泌尿器科〒445-0802 0563-56-8558医療法人榊原泌尿器科榊原　敏文 平 8. 4. 1一般    診療所
     　西尾99 内科クリニック 西尾市米津町里２２５ 常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 ひ   内   外  現存
     (医       2)長　榊原　敏文 平29. 4. 1麻   小   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562320,101,0 西村皮フ科 〒445-0870 0563-54-1239医療法人西村皮フ科　西村　正広 平 9. 1. 1皮   診療所
     　西尾101 西尾市永吉４－８０ 常　勤:    2理事長　西村　正広 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3563320,104,4 いわさき内科クリニッ〒445-0803 0563-57-0001岩崎　浩一 岩崎　浩一 平 9.12. 1内   小   循  診療所
     　西尾104 ク 西尾市桜町４－３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3564320,106,9 前田クリニック 〒445-0861 0563-54-1212前田　拓司 前田　拓司 平10.10. 1内   小   診療所
     　西尾106 西尾市吾妻町２０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3565320,107,7 医療法人　かとう皮フ〒445-0072 0563-54-9900医療法人かとう皮フ科加藤　真 平11. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     　西尾107 科 西尾市徳次町下十五夜１５－１ 常　勤:    1　理事長　加藤　真 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3566320,108,5 医療法人稲垣レディス〒445-0052 0563-54-1188医療法人稲垣レディス稲垣　克久 平11. 7. 1産   婦   内  診療所
     (321,108,0) クリニック 西尾市横手町北屋敷４５－３ 常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 小   皮   歯  現存
     　西尾108 (医       2)稲垣　克久 平29. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3567320,109,3 畠山耳鼻咽喉科医院 〒444-0327 0563-58-8067医療法人畠山醫院　理畠山　直登 平13.10. 1耳い 小   診療所
     　西尾109 西尾市寺津２－９－２１ 常　勤:    1事長　畠山　直登 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568320,112,7 いながき内科 〒444-0313 0563-58-8100稲垣　孝憲 稲垣　孝憲 平15. 2. 1内   消   小  診療所
     　西尾112 西尾市上矢田町郷後５９－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
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 3569320,113,5 加藤医院 〒445-0021 0563-52-1051加藤　敦子 加藤　敦子 平16. 1. 8内   小   診療所
     　西尾113 西尾市駒場町屋敷２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570320,116,8 すずきクリニック 〒445-0872 0563-64-3800鈴木　毅文 鈴木　毅文 平17. 2. 1内   消   小  診療所
     　西尾116 西尾市矢曽根町赤地８８ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3571320,117,6 山尾病院 〒445-0853 0563-56-8511医療法人秀麗会　理事山尾　令 平17. 4. 1一般        40病院
     　西尾117 西尾市桜木町５－１４ 常　勤:    3長　山尾　令 組織変更 療養        60現存
     (医       2) 平29. 4. 1他   呼内 内  
     (薬       1) 整外 リハ 脳外
     非常勤:   20 大・こう外、消
     (医      20) 内、糖内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572320,118,4 槇坪医院 〒444-0305 0563-59-6168槇坪　璋 槇坪　璋 平17. 4. 1内   小   皮  診療所
     　西尾118 西尾市平坂町熊野後２８－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573320,119,2 加藤眼科医院 〒445-0872 0563-56-3308医療法人大徳会　理事加藤　広子 平18. 4. 1眼   診療所
     　西尾119 西尾市矢曽根町赤地７０ 常　勤:    1長　加藤　俊徳 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3574320,120,0 加藤耳鼻咽喉科医院 〒445-0872 0563-56-3309医療法人大徳会　理事加藤　俊徳 平18. 4. 1耳い 気食 小  診療所
     　西尾120 西尾市矢曽根町赤地７０ 常　勤:    1長　加藤　俊徳 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575320,122,6 鳥山クリニック 〒445-0878 0563-55-0155鳥山　隆之 鳥山　隆之 平19. 4. 1内   消   小  診療所
     　西尾122 西尾市新在家１－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576320,123,4 とくつぎ・ファミリー〒445-0072 0563-55-0355鈴村　裕 鈴村　裕 平19. 4. 1内   循   消  診療所
     　西尾123 クリニック 西尾市徳次町地蔵１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3577320,125,9 高浜内科 〒445-0894 0563-56-2261医療法人高浜内科　理高濱　信也 平22. 1. 1内   他   診療所
     　西尾125 西尾市上町菖蒲池１４－１ 常　勤:    2事長　高濱　和也 組織変更 消内、循内、内現存
     (医       2) 平28. 1. 1視鏡内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578320,126,7 あいちリハビリテーシ〒445-0026 0563-52-9001医療法人仁医会　理事中澤　信 平22. 5. 1療養       145病院
     　西尾126 ョン病院 西尾市江原町西柄１－１ 常　勤:    6長　中澤　信 新規 リハ 脳外 内  現存
     (医       4) 平28. 5. 1整外 
     (薬       2)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3579320,127,5 西尾市休日診療所 〒445-0071 0563-57-0661西尾市長　中村　健 岡本　秀樹 平22. 7. 1内   小   歯  診療所
     (321,127,0) 西尾市熊味町小松島１２ 常　勤:    1 新規 現存
     　西尾127 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:  131
     (医      42)
     (歯      71)
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580320,129,1 都築医院 〒444-0422 0563-72-8854都築　敏男 都築　敏男 昭41. 6. 1内   診療所
     　西尾129 西尾市一色町味浜乾地１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581320,130,9 深見胃腸科 〒444-0407 0563-72-8050深見　武志 深見　武志 平 4. 9. 1内   胃   小  診療所
     　西尾130 西尾市一色町前野荒子３５ 常　勤:    1 外   皮   ひ  現存
     (医       1) 平28. 9. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3582320,132,5 医療法人社団福祉会高〒444-0495 0563-72-1701医療法人社団福祉会　笠井　保志 昭52. 2. 1一般        49病院
     　西尾132 須病院 西尾市一色町赤羽上郷中１１３－常　勤:    7理事長　高須　克彌 療養        60現存
     １ (医       7) 平28. 2. 1内   他   神内
     非常勤:   39 外   整外 リハ
     (医      39) 眼   脳外 皮  
     形外 美外 ひ  
     放   麻   
     糖内、循内、消
     内、内視鏡内、
     人工透析内、美
     皮、肛外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583320,133,3 幡豆クリニック 〒444-0701 0563-62-5588嶋崎　宏 嶋崎　宏 昭53. 6. 1内   小   リハ診療所
     　西尾133 西尾市東幡豆町彦田前３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   412 頁

 3584320,134,1 山川医院 〒444-0516 0563-32-0151寺本　いほり 寺本　いほり 昭63. 7. 4内   小   診療所
     　西尾134 西尾市吉良町吉田亥改１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585320,135,8 医療法人高須皮膚科 〒444-0422 0563-72-8055医療法人高須皮膚科　高須　由美子 平元. 9. 1皮   診療所
     　西尾135 西尾市一色町味浜北乾地３６－１常　勤:    1理事長　高須　由美子 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586320,136,6 医療法人徳永外科内科〒444-0704 0563-62-5115医療法人徳永外科内科徳永　裕 平 2. 4. 1内   外   皮  診療所
     　西尾136 西尾市鳥羽町未新田８－１ 常　勤:    1　理事長　徳永　裕 ひ   胃   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3587320,137,4 ヤマザキメディカルク〒444-0703 0563-62-4828山崎　祥史 山崎　祥史 平 2. 7.21内   呼   消  診療所
     　西尾137 リニック 西尾市西幡豆町山副６３－１ 常　勤:    1 循   アレ 小  現存
     (医       1) 平29. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3588320,138,2 医療法人深見十全会　〒444-0403 0563-72-2010医療法人深見十全会　深見　正明 平15. 3. 1一般         7診療所
     　西尾138 深見クリニック 西尾市一色町松木島丸山５４ 常　勤:    2理事長　深見　正明 その他 療養         4現存
     (医       2) 平27. 3. 1内   外   小  
     非常勤:    2 眼   婦   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589320,140,8 吉良内科 〒444-0522 0563-35-3611加藤　和重 加藤　和重 平 4.10. 1内   循   診療所
     　西尾140 西尾市吉良町下横須賀柳原１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590320,141,6 石川医院 〒444-0516 0563-32-0240石川　作和夫 石川　作和夫 平 9. 5. 1内   神内 診療所
     　西尾141 西尾市吉良町吉田天笠桂９２－１常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591320,143,2 三矢クリニック 〒444-0426 0563-72-8278三矢　哲英 三矢　哲英 平10. 5. 1内   小   診療所
     　西尾143 西尾市一色町治明本地２３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3592320,145,7 れん内科クリニック 〒444-0534 0563-35-7111石川　連三 石川　連三 平13. 7. 1内   循   診療所
     　西尾145 西尾市吉良町木田前田６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593320,146,5 宮崎医院 〒444-0516 0563-32-0141宮嵜　仁 宮嵜　仁 平14. 7.20内   診療所
     　西尾146 西尾市吉良町吉田上浜３２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平26. 7.20
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3594320,147,3 黒部眼科 〒444-0703 0563-62-2340医療法人滋光会　理事黒部　直樹 平15. 1. 1一般         6診療所
     　西尾147 西尾市西幡豆町西見影３３－１ 常　勤:    1長　黒部　直樹 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595320,148,1 酒井クリニック 〒444-0703 0563-63-4155酒井　正路 酒井　正路 平22. 6. 1ひ   内   外  診療所
     　西尾148 西尾市西幡豆町寺後３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596320,149,9 山本クリニック 〒444-0316 0563-58-0311医療法人山本クリニッ山本　宏明 平23. 4. 1内   他   外  診療所
     　西尾149 西尾市羽塚町大道東９４－１ 常　勤:    1ク　理事長　山本　宏 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)明 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3597320,150,7 西尾市佐久島診療所 〒444-0416 0563-79-1414西尾市長　中村　健 水野　隼人 平23. 4. 1内   診療所
     　西尾150 西尾市一色町佐久島掛梨４４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   42
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3598320,151,5 つるしろクリニック 〒445-0807 0563-53-7500石川　忠雄 石川　忠雄 平23. 6. 1内   外   他  診療所
     　西尾151 西尾市伊藤３－３－１，２ 常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599320,152,3 ひできクリニック 〒445-0082 0563-55-0001医療法人Ｍｅｄｉｃａ岡本　秀樹 平23. 7. 1内   小   診療所
     　西尾152 西尾市八ツ面町八反田６－１ 常　勤:    1ｌＳｋｙ　理事長　岡 組織変更 現存
     (医       1)本　秀樹 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600320,153,1 さくらまちクリニック〒445-0804 0563-53-0700鍔本　真里 鍔本　真里 平23.11. 1外   内   リハ診療所
     　西尾153 西尾市緑町３－５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3601320,154,9 鈴木内科医院 〒445-0811 0563-57-3496鈴木　陽一郎 鈴木　陽一郎 平23.12. 9内   小   診療所
     　西尾154 西尾市道光寺町寺内下８－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3602320,155,6 こころのクリニック西〒445-0864 0563-55-0071医療法人芳志会　理事芳賀　幸彦 平24. 4. 1精   心内 診療所
     　西尾155 尾 西尾市錦城町２５１ 常　勤:    3長　芳賀　幸彦 組織変更 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3603320,156,4 鶴城皮膚科クリニック〒445-0804 0563-65-5111医療法人社団　栄晴会浅井　寿子 平24.10. 1皮   他   形外診療所
     　西尾156 西尾市緑町１－１ 常　勤:    1　理事長　浅井　寿子 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604320,157,2 あおぞらクリニック 〒445-0081 0563-65-5001土屋　良記 土屋　良記 平24.10. 1内   他   アレ診療所
     　西尾157 西尾市志籠谷町山畔５９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605320,160,6 よこやまこどもクリニ〒445-0063 0563-57-0711横山　孝雄 横山　孝雄 平25. 4. 1小   アレ 診療所
     　西尾160 ック 西尾市今川町大城４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3606320,161,4 みどりまち心療内科 〒445-0804 0563-54-0010伊藤　圭人 伊藤　圭人 平25. 4. 1精   心内 診療所
     　西尾161 西尾市緑町３－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3607320,163,0 よねづクリニック 〒445-0802 0563-57-7277医療法人米津会　理事米津　昌宏 平25. 6. 1他   外   診療所
     　西尾163 西尾市米津町野寺道４６－５ 常　勤:    1長　米津　昌宏 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608320,165,5 森内科クリニック 〒444-0324 0563-59-0700森　亙希 森　亙希 平26. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     　西尾165 西尾市寺津町白山６８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3609320,166,3 おのだクリニック 〒444-0703 0563-62-5518小野田　浩 小野田　浩 平26. 5. 1内   診療所
     　西尾166 西尾市西幡豆町三反田５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610320,167,1 工藤眼科クリニック 〒445-0847 0563-75-3753医療法人花優会　理事工藤　大策 平27. 2. 6一般        10診療所
     　西尾167 西尾市亀沢町４５６－１ 常　勤:    2長　工藤　大策 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平27. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611320,168,9 清耳鼻咽喉科 〒445-0077 0563-65-5540清　一哲 清　一哲 平27. 3. 1耳い 他   小  診療所
     　西尾168 西尾市新渡場町大西９－１ 常　勤:    1 新規 小耳い 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3612320,169,7 とみやまこどもクリニ〒444-0326 0563-59-9222水野　政則 水野　政則 平27.10. 1小   アレ 診療所
     　西尾169 ック 西尾市富山町矢田道２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3613320,170,5 神谷内科整形外科 〒444-0403 0563-73-4030神谷　仁孝 神谷　仁孝 平28. 4. 1内   他   整外診療所
     　西尾170 西尾市一色町松木島中切８ 常　勤:    2 交代 リウ リハ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1他は、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3614320,171,3 整形外科　陽だまりの〒444-0327 0563-55-2122医療法人愛友会　理事平野　宗昭 平29. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　西尾171 森クリニック 西尾市寺津町北若王子２９－２ 常　勤:    1長　平野　宗昭 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615320,172,1 西尾眼科クリニック 〒445-0064 0563-56-7221坂下　正典 坂下　正典 平29. 3. 1眼   診療所
     　西尾172 西尾市高畠町３－２３－９ヴェル常　勤:    1 新規 現存
     サウォーク西尾３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616320,173,9 医療法人こんどう内科〒444-0316 0563-59-6551医療法人こんどう内科近藤　重弘 平29. 2. 1内   他   小  診療所
     　西尾173 西尾市羽塚町新坂１４－５ 常　勤:    1　理事長　近藤　重弘 組織変更 こう アレ リハ現存
     (医       1) 平29. 2. 1他は消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3617330,004,4 蒲郡市民病院 〒443-0004 0533-66-2200蒲郡市長　稲葉　正吉河辺　義和 平 9.10.10一般       382病院
     (331,004,9) 蒲郡市平田町向田１－１ 常　勤:   56 移動 内   精   小  現存
     　蒲郡4 (医      43) 平24.10.10外   整外 脳外
     (歯       4) 皮   ひ   産婦
     (薬       9) 眼   耳い リハ
     非常勤:   62 放   麻   歯外
     (医      62) 形外 神内 呼  
     消   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3618330,030,9 西村耳鼻咽喉科医院 〒443-0021 0533-67-3387西村　義孝 西村　義孝 昭33.11. 1耳   診療所
     　蒲郡30 蒲郡市三谷町九舗６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619330,062,2 小田醫院 〒443-0044 0533-68-5233小田　昇平 小田　昇平 昭50. 4. 1小   診療所
     　蒲郡62 蒲郡市宝町１２－１５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3620330,070,5 フジイ医院 〒443-0035 0533-68-3675藤井　清史 藤井　清史 昭52. 4.14内   胃   循  診療所
     　蒲郡70 蒲郡市栄町４－５ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3621330,084,6 医療法人原整形外科 〒443-0031 0533-69-1166医療法人原整形外科　原　謙介 昭63. 4. 1整外 診療所
     　蒲郡84 蒲郡市竹島町３－３ 常　勤:    1理事長　原　謙介 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622330,085,3 医療法人トリイクリニ〒443-0104 0533-57-2004医療法人トリイクリニ鳥居　尚隆 平元. 7. 1内   他   診療所
     　蒲郡85 ック 蒲郡市形原町東根崎７３ 常　勤:    1ック　理事長　鳥居　 現存
     (医       1)尚隆 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3623330,087,9 医療法人桜井眼科医院〒443-0021 0533-68-2401医療法人桜井眼科医院櫻井　康二 平19. 3.22眼   診療所
     　蒲郡87 蒲郡市三谷町東５－１２９ 常　勤:    1　理事長　櫻井　康二 移動 現存
     (医       1) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3624330,091,1 医療法人柳沢内科 〒443-0105 0533-57-2537医療法人柳沢内科　理柳沢　潔 平元.11. 1内   他   リハ診療所
     　蒲郡91 蒲郡市西浦町馬々５３－１ 常　勤:    1事長　柳沢　潔 循内、消内 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3625330,092,9 沓名医院 〒443-0059 0533-68-2395沓名　哲治 沓名　哲治 平 4. 6. 1内   胃   外  診療所
     　蒲郡92 蒲郡市本町７－２４ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3626330,097,8 杉浦内科胃腸科 〒443-0032 0533-69-9840杉浦　荘一 杉浦　荘一 平 5. 8. 1内   胃   診療所
     　蒲郡97 蒲郡市丸山町１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627330,098,6 医療法人北辰会蒲郡厚〒443-0035 0533-69-3251医療法人北辰会　理事下郷　宏 平 6. 1. 1一般        57病院
     　蒲郡98 生館病院 蒲郡市栄町１１－１３ 常　勤:    4長　下郷　宏 組織変更 療養        49療養病床
     (医       4) 平30. 1. 1内   こう 胃  現存
     非常勤:   12 整外 外   リハ
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628330,099,4 蒲郡市休日急病診療所〒443-0036 0533-67-2555蒲郡市長　稲葉　正吉近藤　耕次 平 6. 6. 1内   小   診療所
     　蒲郡99 蒲郡市浜町４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:   24
     (医      23)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629330,102,6 福原医院 〒443-0022 0533-69-5518福原　直樹 福原　直樹 平 8. 4. 1内   胃   小  診療所
     　蒲郡102 蒲郡市三谷北通２－２６６ 常　勤:    2 交代 外   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3630330,103,4 岡本内科クリニック 〒443-0057 0533-69-2666岡本　憲和 岡本　憲和 平 8. 5. 1内   消   診療所
     　蒲郡103 蒲郡市中央本町１３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3631330,105,9 眼科やまもとクリニッ〒443-0054 0533-68-4473医療法人伊吹　理事長山本　憲明 平22.11. 1眼   診療所
     　蒲郡105 ク 蒲郡市府相町丸山７１３ 常　勤:    1　山本　憲明 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632330,106,7 医療法人　松風会　蒲〒443-0021 0533-68-1115医療法人松風会　理事村上　和隆 平29. 2.20内   他   診療所
     　蒲郡106 郡クリニック 蒲郡市三谷町須田１０－２ 常　勤:    2長　村上　和隆 移動 他は腎内、糖尿現存
     (医       2) 平29. 2.20病・内分泌内科
     非常勤:    8 、循内、消内、
     (医       8) 透内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3633330,108,3 畑川クリニック 〒443-0038 0533-66-1515医療法人仁雅会　理事畑川　惠子 平 9. 7. 1小   内   胃  診療所
     　蒲郡108 蒲郡市拾石町前浜４０ー１３ 常　勤:    3長　畑川　惠子 組織変更 こう ひ   療養病床
     (医       3) 平24. 7. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3634330,113,3 石原内科 〒443-0104 0533-57-4303石原　克哉 石原　克哉 平10. 9. 1内   診療所
     　蒲郡113 蒲郡市形原町下市場４９－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3635330,115,8 すずきクリニック 〒443-0046 0533-67-1001鈴木　隆 鈴木　隆 平11. 1. 1耳   診療所
     　蒲郡115 蒲郡市竹谷町錦田１６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636330,116,6 医療法人カワイ外科 〒443-0032 0533-68-4234医療法人カワイ外科　河合　雄 平11. 1. 1外   内   皮  診療所
     　蒲郡116 蒲郡市丸山町７－１ 常　勤:    1理事長　河合　雄 組織変更 リハ 他   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637330,121,6 医療法人豊誠会とよお〒443-0011 0533-67-1155医療法人豊誠会　理事嶋田　満 平12. 1. 1一般        19診療所
     　蒲郡121 かクリニック 蒲郡市豊岡町梶田１３－１ 常　勤:    1長　嶋田　満 組織変更 内   胃   小  現存
     (医       1) 平30. 1. 1皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638330,126,5 蒲郡市医師会健診セン〒443-0036 0533-68-3857一般社団法人蒲郡市医鳥居　三保子 平13. 4. 1内   診療所
     　蒲郡126 ター診療所 蒲郡市浜町４－２ 常　勤:    1師会　会長　井野　佐 新規 現存
     (医       1)登 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3639330,128,1 平野内科医院 〒443-0104 0533-57-0370平野　謙 平野　謙 平13.12. 1内   胃   小  診療所
     　蒲郡128 蒲郡市形原町下屋敷４１－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3640330,135,6 いのうえ整形外科 〒443-0045 0533-68-2016井上　喜久男 井上　喜久男 平16. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     　蒲郡135 蒲郡市旭町３－１２ 常　勤:    1 交代 療養病床
     (医       1) 平28. 6. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3641330,136,4 海岸通り皮ふ科 〒443-0013 0533-58-0121医療法人海岸通り皮ふ大竹　直樹 平16. 7. 1皮   形外 アレ診療所
     　蒲郡136 蒲郡市大塚町山ノ沢７－５ 常　勤:    1科　理事長　大竹　直 組織変更 現存
     (医       1)樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3642330,137,2 つげ耳鼻咽喉科 〒443-0045 0533-68-1187医療法人つげ耳鼻咽喉柘植　勇人 平16. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     　蒲郡137 蒲郡市旭町４－１５ 常　勤:    1科　理事長　柘植　勇 組織変更 現存
     (医       1)人 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643330,138,0 蒲郡駅前クリニック 〒443-0056 0533-66-1558水野　悦邦 水野　悦邦 平16. 9. 1心内 神   精  診療所
     　蒲郡138 蒲郡市神明町２－１２ウエルフア常　勤:    1 新規 現存
     ー神明１階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3644330,139,8 こんどうクリニック 〒443-0037 0533-66-0007医療法人耕和会　理事近藤　耕次 平16.11. 1内   神内 リハ診療所
     　蒲郡139 蒲郡市鹿島町深田２２－１ 常　勤:    1長　近藤　耕次 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645330,142,2 医療法人さくら皮フ科〒443-0104 0533-58-3939医療法人さくら皮フ科内田　雅之 平17. 7. 1皮   アレ 診療所
     　蒲郡142 蒲郡市形原町北新田６１－１ 常　勤:    1　理事長　内田　雅之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646330,146,3 内科・消化器科たかし〒443-0055 0533-66-0330鈴木　隆史 鈴木　隆史 平17.11. 1内   消   診療所
     　蒲郡146 クリニック 蒲郡市八百富町１０－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647330,147,1 はしば耳鼻咽喉科・内〒443-0021 0533-68-4190医療法人はしば耳鼻咽羽柴　基之 平18. 1. 1耳い 内   小  診療所
     　蒲郡147 科クリニック 蒲郡市三谷町二舗９６ 常　勤:    2喉科・内科クリニック 組織変更 呼   現存
     (医       2)　理事長　羽柴　基之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648330,149,7 はたのクリニック 〒443-0034 0533-68-8899医療法人はたのクリニ羽田野　幸夫 平19. 1. 1ひ   内   皮  診療所
     　蒲郡149 蒲郡市港町２０－１４ 常　勤:    1ック　理事長　羽田野 組織変更 現存
     (医       1)　幸夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3649330,150,5 形原ファーストクリニ〒443-0102 0533-57-0207米田　稔 米田　稔 平19. 2. 1内   診療所
     　蒲郡150 ック 蒲郡市金平町開戸３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3650330,151,3 マイファミリークリニ〒443-0057 0533-67-2626医療法人メファ仁愛会中山　久仁子 平19. 4. 1一般         2診療所
     　蒲郡151 ック蒲郡 蒲郡市中央本町６－７ 常　勤:    2　理事長　中山　久仁 組織変更 内   小   皮  現存
     (医       2)子 平25. 4. 1眼   産婦 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3651330,152,1 小林内科クリニック 〒443-0022 0533-66-2111医療法人小林内科クリ小林　正登 平19. 4. 1内   診療所
     　蒲郡152 蒲郡市三谷北通２－４４ 常　勤:    1ニック　理事長　小林 組織変更 現存
     (医       1)　正登 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652330,153,9 藤田皮膚科 〒443-0022 0533-95-3330藤田　直昭 藤田　直昭 平19. 5. 1皮   アレ 診療所
     　蒲郡153 蒲郡市三谷北通４－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653330,155,4 八木内科・消化器科 〒443-0046 0533-66-3215医療法人八木内科・消八木　昭 平22. 1. 1内   他   診療所
     　蒲郡155 蒲郡市竹谷町宮前１０－１ 常　勤:    1化器科　理事長　八木 組織変更 現存
     (医       1)　昭 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3654330,156,2 あおば内科クリニック〒443-0104 0533-57-0211医療法人あおば内科ク鈴木　高志 平22. 1. 1内   他   アレ診療所
     　蒲郡156 蒲郡市形原町計後家２２－１ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 リウ 小   現存
     (医       1)木　高志 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655330,157,0 いとう内科小児科 〒443-0005 0533-66-0088医療法人いとう内科小伊藤　眞理 平23. 1. 1内   小   診療所
     　蒲郡157 蒲郡市水竹町西清水川３８－１ 常　勤:    1児科　理事長　伊藤　 組織変更 現存
     (医       1)眞理 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3656330,158,8 すみれクリニック 〒443-0013 0533-58-2100小久保　公人 小久保　公人 平23. 4. 1ひ   内   診療所
     　蒲郡158 蒲郡市大塚町西島１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657330,159,6 やよい整形クリニック〒443-0021 0533-66-2121川澄　本明 川澄　本明 平23. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　蒲郡159 蒲郡市三谷町弥生１－４２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3658330,162,0 飯沼伊藤医院 〒443-0021 0533-65-9763飯沼　雅朗 飯沼　雅朗 平24. 3. 1内   外   他  診療所
     　蒲郡162 蒲郡市三谷町東前８９－３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659330,163,8 がまごおり中央クリニ〒443-0046 0533-67-8811岡本　規博 岡本　規博 平24. 4. 1内   他   外  診療所
     　蒲郡163 ック 蒲郡市竹谷町浜田１０－２ 常　勤:    1 新規 脳外 リハ 麻  現存
     (医       1) 平30. 4. 1消内、こう外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3660330,164,6 オリエンタル蒲郡健診〒443-0014 0533-59-7171医療法人オリエンタル森島　隆 平25. 5. 1内   放   他  診療所
     　蒲郡164 センター 蒲郡市海陽町２－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)廣瀬　光彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661330,165,3 医療法人社団明照会栄〒443-0021 0533-65-9485医療法人社団明照会　宮城　元博 平26. 6. 1内   他   診療所
     　蒲郡165 管サポートクリニック蒲郡市三谷町川原２９－２２第２常　勤:    1理事長　小倉　行雄 新規 内分泌内科 現存
     岡和ビル２階 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662330,166,1 かなだ眼科クリニック〒443-0038 0533-67-2020金田　康秀 金田　康秀 平26. 7. 1眼   診療所
     　蒲郡166 蒲郡市拾石町縄手添４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3663330,168,7 オレンジベルクリニッ〒443-0056 0533-68-2311医療法人葵鐘会　理事杉浦　正彦 平27. 2. 1一般        13診療所
     　蒲郡168 ク 蒲郡市神明町２３－２１ 常　勤:    1長　山下　守 交代 産   婦   小  現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3664330,170,3 医療法人積善会　蒲郡〒443-0013 0533-59-7601医療法人積善会　理事増本　弘 平28. 4. 1療養       210病院
     　蒲郡170 東部病院 蒲郡市大塚町山ノ沢４５－２ 常　勤:    3長　近藤　貴久 交代 内   他   皮  現存
     (医       3) 平28. 4. 1放   リハ 
     非常勤:   19 他は、循環器内
     (医      19) 科・呼吸器内科
     ・胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665330,171,1 かんだ整形外科リウマ〒443-0101 0533-58-1020神田　裕康 神田　裕康 平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　蒲郡171 チ科 蒲郡市一色町西山４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3666330,172,9 おだメンタルクリニッ〒443-0044 0533-95-0570小田　健一 小田　健一 平29. 2. 1心内 精   診療所
     　蒲郡172 ク 蒲郡市宝町１１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667330,173,7 蒲郡中央アイクリニッ〒443-0046 0533-68-9100医療法人メディカルワ西脇　太記朗 平29. 3. 1眼   診療所
     　蒲郡173 ク 蒲郡市竹谷町松本１０－１ 常　勤:    1ン　理事長　栗原　英 交代 現存
     (医       1)史 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668330,174,5 すずりん皮膚科クリニ〒443-0051 0533-95-0888鈴木　教之 鈴木　教之 平29. 5. 1皮   アレ 診療所
     　蒲郡174 ック 蒲郡市新井形町殿海道１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669330,175,2 ふじい整形外科 〒443-0038 0533-68-1255藤井　惠悟 藤井　惠悟 平29. 4.12一般 診療所
     　蒲郡175 蒲郡市拾石町本郷７７ 常　勤:    1 交代     一般    19現存
     (医       1) 平29. 4.12整外 リウ リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3670330,177,8 加藤医院 〒443-0013 0533-59-7878医療法人星越　理事長加藤　佳子 平30. 1. 1一般        19診療所
     　蒲郡177 蒲郡市大塚町星越１－２０ 常　勤:    1　加藤　佳子 組織変更 婦   内   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3671330,178,6 かとう小児科・内科ク〒443-0045 0533-95-8181加藤　剛二 加藤　剛二 平30. 6. 1小   内   診療所
     　蒲郡178 リニック 蒲郡市旭町８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672340,002,6 医療法人木村内科 〒484-0894 0568-67-0008医療法人木村内科　理木村　央 昭35. 9. 3他   内   小  診療所
     　犬山2 犬山市羽黒神明６ 常　勤:    1事長　木村　央 皮   現存
     (医       1) 平29. 9. 3循内
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3673340,015,8 村上医院 〒484-0081 0568-61-0555村上　周次 村上　周次 昭38.11. 1内   消   小  診療所
     　犬山15 犬山市犬山東古券６４４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3674340,028,1 犬山病院 〒484-0094 0568-61-1505医療法人桜桂会　理事高沢　悟 昭40. 4. 1精神       409病院
     (341,028,6) 犬山市塔野地大畔１０ 常　勤:   18長　吉田　弘美 精   神   内  現存
     　犬山28 (医      14) 平28. 4. 1消   循   皮  
     (歯       2) 歯   
     (薬       2)
     非常勤:   19
     (医      17)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3675340,049,7 犬山市休日急病診療所〒484-0065 0568-62-8100犬山市長　山田　拓郎河村　英徳 昭56. 4. 1内   外   診療所
     　犬山49 犬山市五郎丸東１－７０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   49
     (医      35)
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3676340,050,5 医療法人啓友会宮崎整〒484-0888 0568-68-0461医療法人啓友会　理事宮崎　貢一 昭56. 4. 1一般        11診療所
     　犬山50 形外科・外科・内科 犬山市羽黒新田下蝉屋７－１ 常　勤:    1長　宮崎　貢一 療養         8現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   胃   小  
     非常勤:    2 外   整外 皮ひ
     (医       2) 麻   形外 こう
     リウ リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677340,052,1 社会医療法人志聖会総〒484-0066 0568-62-8111社会医療法人志聖会　竹腰　昭道 昭57. 4. 1一般       313病院
     　犬山52 合犬山中央病院 犬山市五郎丸二夕子塚６ 常　勤:   33理事長　竹腰　昭道 内   他   神内現存
     (医      33) 平30. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:   37 アレ リウ 小  
     (医      37) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3678340,053,9 安藤医院 〒484-0081 0568-61-0316安藤　通泰 安藤　通泰 昭60. 1.17内   胃   小  診療所
     　犬山53 犬山市犬山東古券７２２－２ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3679340,055,4 安藤クリニック 〒484-0094 0568-62-8881安藤　重幸 安藤　重幸 昭61.11. 1内   呼   胃  診療所
     　犬山55 犬山市塔野地東前田３０－１ 常　勤:    1 消   循   小  現存
     (医       1) 平28.11. 1皮   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3680340,056,2 吉田内科クリニック 〒484-0086 0568-62-9222吉田　洋 吉田　洋 昭62. 7. 1内   神内 消  診療所
     　犬山56 犬山市松本町１－１４０ 常　勤:    1 循   小   放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3681340,060,4 みどり診療所 〒484-0041 0568-67-3311桑原　哲 桑原　哲 昭63.12. 1内   胃   小  診療所
     　犬山60 犬山市長者町１－２１ 常　勤:    2 外   整外 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3682340,061,2 医療法人こばやし耳鼻〒484-0086 0568-61-3154医療法人こばやし耳鼻小林　武 平元. 9. 1一般    診療所
     　犬山61 咽喉科 犬山市松本町２－３１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　小林 耳い 小   アレ現存
     (医       1)　武 平28. 9. 1気食 内   精  
     非常勤:    1 心内 神内 麻  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3683340,062,0 松村クリニック 〒484-0059 0568-61-1488松村　弘章 松村　弘章 平 2. 5. 1外   内   消  診療所
     　犬山62 犬山市上坂町４－１３３ 常　勤:    2 他   こう 現存
     (医       2) 平29. 5. 1他：乳腺科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3684340,065,3 いたつ内科クリニック〒484-0854 0568-67-6333医療法人清友会　理事板津　孝明 平 4. 1. 1一般        13診療所
     　犬山65 犬山市裏ノ門５０ 常　勤:    3長　板津　孝明 内   外   放  現存
     (医       2) 平28. 1. 1リハ 他   皮  
     (薬       1) 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3685340,067,9 こばやし眼科 〒484-0083 0568-62-7278小林　浩 小林　浩 平 7. 5. 1眼   診療所
     　犬山67 犬山市東古券３３３小林ビル１階常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3686340,068,7 宮田眼科 〒484-0086 0568-61-0200医療法人宮田眼科　理宮田　健太郎 平22. 3. 3一般         2診療所
     　犬山68 犬山市松本町４－１１１ 常　勤:    1事長　宮田　昭男 移動 眼   形外 皮  現存
     (医       1) 平28. 3. 3
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3687340,069,5 すみれ内科クリニック〒484-0861 0568-68-0010兼松　克己 兼松　克己 平 6.10. 1循   内   リハ診療所
     　犬山69 犬山市若宮６８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3688340,070,3 医療法人ふなびきクリ〒484-0061 0568-62-8811医療法人ふなびきクリ舟曵　純仁 平 7. 1. 1一般        19診療所
     　犬山70 ニック 犬山市前原桜坪２９－２ 常　勤:    3ニック　理事長　舟曵 組織変更 胃   外   内  現存
     (医       3)　純仁 平28. 1. 1小   小外 こう
     非常勤:   12 整外 皮   ひ  
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3689340,071,1 にわ耳鼻咽喉科 〒484-0894 0568-67-6868丹羽　一志 丹羽　一志 平 7. 2. 1耳   アレ 小  診療所
     　犬山71 犬山市羽黒小安１２６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3690340,075,2 医療法人永仁会さとう〒484-0894 0568-67-7660医療法人永仁会　理事橋本　俊幸 平13. 9. 1療養        99病院
     　犬山75 病院 犬山市羽黒下大日８－３ 常　勤:    2長　佐藤　文彦 その他 内   外   リハ現存
     (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3691340,079,4 たくや整形外科 〒484-0841 0568-69-1800西川　卓也 西川　卓也 平11.10. 1整外 リハ 内  診療所
     　犬山79 犬山市楽田小針１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3692340,080,2 医療法人いつき会　樹〒484-0059 0568-62-3101医療法人いつき会　理太田　達也 平13. 1. 1一般         5診療所
     　犬山80 クリニック 犬山市上坂町５－２３２ 常　勤:    2事長　佐藤　正樹 組織変更 療養         4現存
     (医       2) 平25. 1. 1内   循   小  
     非常勤:   12 皮   ひ   
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3693340,081,0 医療法人竹内整形外科〒484-0081 0568-61-7311医療法人竹内整形外科竹内　正信 平13.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　犬山81 クリニック 犬山市犬山専正寺町１１－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   現存
     (医       1)竹内　正信 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3694340,082,8 医療法人宮田医院 〒484-0894 0568-67-5566医療法人宮田医院　理宮田　史行 平13.10. 1内   消   循  診療所
     　犬山82 犬山市羽黒川西２ 常　勤:    1事長　宮田　史行 組織変更 整外 リウ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3695340,083,6 榊原こどもクリニック〒484-0096 0568-63-5888榊原　吉峰 榊原　吉峰 平15. 5. 1小   診療所
     　犬山83 犬山市塔野地西１－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3696340,084,4 ひろみこどもクリニッ〒484-0081 0568-63-5600荻野　弘美 荻野　弘美 平15. 8. 1小   診療所
     　犬山84 ク 犬山市犬山高見町５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3697340,086,9 くりきメンタルクリニ〒484-0081 0568-63-3007栗木　隆司 栗木　隆司 平17.10. 1心内 神   精  診療所
     　犬山86 ック 犬山市富士見町９－１９ルウシャ常　勤:    1 新規 現存
     ネル犬山１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3698340,087,7 マザークリニックハピ〒484-0094 0568-63-4103医療法人社団真生会　大塚　春雄 平18.12. 1一般        19診療所
     　犬山87 ネス 犬山市塔野地西１－４－６ 常　勤:    1理事長　大塚　春雄 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3699340,088,5 ハートクリニックさわ〒484-0074 0568-62-5556医療法人ハートクリニ澤田　敬久 平19. 4. 1一般        19診療所
     　犬山88 だ 犬山市梅坪２－１２２ 常　勤:    2ックさわだ　理事長　 組織変更 内   循   放  現存
     (医       2)澤田　敬久 平25. 4. 1他   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3700340,089,3 さとし眼科クリニック〒484-0883 0568-68-3104山﨑　哲 山﨑　哲 平20. 6. 1眼   診療所
     　犬山89 犬山市羽黒成海南８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3701340,092,7 医療法人メディカルユ〒484-0081 0568-61-1451医療法人メディカルユ鶴見　泰三 平21. 5. 1眼   診療所
     　犬山92 ー　富士見眼科 犬山市犬山富士見町１３－１４奥常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     村ビル１階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3702340,094,3 村上内科 〒484-0072 0568-62-2201医療法人村上内科　理村上　研 平22. 7. 1内   他   神内診療所
     　犬山94 犬山市丸山天白町１９６ 常　勤:    1事長　村上　研 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3703340,097,6 カワムラ整形外科 〒484-0827 0568-67-1134河村　英徳 河村　英徳 平25. 1.18整外 内   小  診療所
     　犬山97 犬山市薬師前３－４ 常　勤:    1 交代 リハ リウ アレ現存
     (医       1) 平25. 1.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3704340,098,4 くわばらクリニック 〒484-0097 0568-61-1118医療法人桑生会　理事桑原　生秀 平25. 4. 1外   内   他  診療所
     　犬山98 犬山市塔野地北４－１４－１ 常　勤:    2長　桑原　生秀 組織変更 リハ 小   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3705340,100,8 山本皮フ科クリニック〒484-0081 0568-62-6855医療法人双雄会　理事山本　敬三 平25.10. 1皮   アレ 小  診療所
     　犬山100 犬山市犬山高見町５ 常　勤:    1長　山本　敬三 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3706340,101,6 メディカルサポートク〒484-0086 0568-63-5512医療法人社団エルム　大平　大介 平25.11. 1内   診療所
     　犬山101 リニック 犬山市松本町２－２５ 常　勤:    1理事長　伊藤　友博 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3707340,102,4 犬山駅西病院 〒484-0081 0568-61-2017岡田　富夫 岡田　富夫 平25.12. 1療養       107病院
     　犬山102 犬山市犬山高見町１１ 常　勤:    4 交代 内   他   呼内現存
     (医       4) 平25.12. 1眼   耳い 整外
     非常勤:    8 皮   リハ 放  
     (医       8) 循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3708340,103,2 岡部医院 〒484-0081 0568-62-7121医療法人岡部医院　理岡部　誠之介 平26. 4. 1内   外   リハ診療所
     　犬山103 犬山市犬山藪下２１－３ 常　勤:    1事長　岡部　誠之介 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3709340,104,0 黒川すこやかクリニッ〒484-0085 0568-61-0083黒川　孝志 黒川　孝志 平27. 3. 1内   ひ   診療所
     　犬山104 ク 犬山市犬山西古券９９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3710340,105,7 竹内皮膚科クリニック〒484-0072 0568-62-7511竹内　淳子 竹内　淳子 平27. 7. 1皮   診療所
     　犬山105 犬山市丸山天白町７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3711340,106,5 城南クリニック 〒484-0084 0568-61-0132保浦　晃德 保浦　晃德 平27.10. 1内   他   小  診療所
     　犬山106 犬山市南古券１７６－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27.10. 1腎臓内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3712340,108,1 あいちせぼね病院 〒484-0066 0568-20-9100医療法人全医会　理事伊藤　全哉 平29. 4. 1一般 病院
     　犬山108 犬山市五郎丸上池３１－１ 常　勤:    9長　伊藤　不二夫 新規     一般    48現存
     (医       9) 平29. 4. 1整外 内   他  
     非常勤:    7 麻   皮   リハ
     (医       7) リウ 
     他は循内、消内
     、ペインクリニ
     ック、脳神経外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3713340,109,9 結ファミリークリニッ〒484-0905 0568-68-3311医療法人結　理事長　鈴木　欣宏 平29.11. 1内   神内 診療所
     　犬山109 ク 犬山市西北野１４２－１ 常　勤:    1鈴木　欣宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3714350,016,3 常滑市民病院 〒479-8510 0569-35-3170常滑市長　片岡　憲彦深田　伸二 平27. 5. 1一般       265病院
     (351,016,8) 常滑市飛香台３－３－３ 常　勤:   44 移動 一般（感染） 現存
     　常滑16 (医      42) 平27. 5. 1             2
     (歯       2) 内   神内 呼内
     非常勤:   36 他   心内 精  
     (医      36) 外   脳外 整外
     小   婦   皮  
     ひ   眼   耳い
     放   リハ 麻  
     歯外 
     消内、循内、血
     内、分泌・代内
     、腎内、血管外
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3715350,038,7 伊紀医院 〒479-0866 0569-43-5211伊藤　多紀 伊藤　多紀 昭55. 2. 1内   小   診療所
     　常滑38 常滑市大野町４－３９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3716350,040,3 医療法人健幸会伊藤ク〒479-0828 0569-35-2133医療法人健幸会　理事伊藤　久史 平12. 3. 1一般        19診療所
     　常滑40 リニック 常滑市市場町１－４５ 常　勤:    1長　伊藤　久史 組織変更 胃   内   小  現存
     (医       1) 平30. 3. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3717350,043,7 医療法人竹内会竹内内〒479-0863 0569-42-1183医療法人竹内会　理事竹内　進 昭62. 4. 1内   循   小  診療所
     　常滑43 科小児科 常滑市西之口８－６ 常　勤:    2長　竹内　進 アレ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3718350,046,0 瀧田医院 〒479-0836 0569-35-2041医療法人瀧田医院　理瀧田　資也 昭63. 4. 8内   小   リハ診療所
     　常滑46 常滑市栄町１－１１２ 常　勤:    3事長　瀧田　資也 皮   現存
     (医       3) 平30. 4. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3719350,047,8 医療法人健鷹会　鷹津〒479-0845 0569-34-6655医療法人健鷹会　理事尾本　梓 昭64. 1. 1内   小   皮  診療所
     　常滑47 内科 常滑市森西町１－１２ 常　勤:    1長　鷹津　俊磨 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3720350,050,2 医療法人誠泉会こいえ〒479-0813 0569-34-8470医療法人誠泉会　理事鯉江　捷夫 平 2. 9. 1内   消   循  診療所
     　常滑50 内科 常滑市塩田町５－１４５ 常　勤:    2長　鯉江　捷夫 小   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3721350,052,8 村川医院 〒479-0001 0569-42-2320村川　公一 村川　公一 平13. 5. 7内   小   外  診療所
     　常滑52 常滑市矢田戸井田２２－１ 常　勤:    2 移動 皮   現存
     (医       2) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3722350,053,6 さかきばら整形外科ク〒479-0853 0569-43-8211榊原　康宏 榊原　康宏 平 9.10. 1整外 リハ 診療所
     　常滑53 リニック 常滑市本郷町１－４０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3723350,055,1 常滑眼科クリニック 〒479-0069 0569-34-8899医療法人双樹会　理事嶋津　和弘 平11. 9. 1眼   診療所
     　常滑55 常滑市折戸３－１ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3724350,056,9 加藤耳鼻咽喉科 〒479-0866 0569-42-0007加藤　通太 加藤　通太 平12. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     　常滑56 常滑市大野町９－１３０ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3725350,057,7 瀧田医院分院 〒479-0835 0569-36-2111医療法人瀧田医院　理瀧田　恭代 平12. 9. 1小   内   呼内診療所
     　常滑57 常滑市陶郷町１－８－１ 常　勤:    1事長　瀧田　資也 新規 アレ リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3726350,059,3 稲葉診療所 〒479-0839 0569-35-3862佐藤　富美 佐藤　富美 平13. 4. 1内   小   婦  診療所
     　常滑59 常滑市多屋町１－２８８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3727350,060,1 なつめ医院 〒479-0842 0569-36-1211夏目　浩吉 夏目　浩吉 平13.11. 1内   神内 小  診療所
     　常滑60 常滑市大鳥町５－１０－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3728350,061,9 安富医院 〒479-0866 0569-42-0026安冨　義哲 安冨　義哲 平15. 1. 1形外 他   外  診療所
     　常滑61 常滑市大野町１０－７２ 常　勤:    1 交代 整外 皮   内  現存
     (医       1) 平27. 1. 1美皮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3729350,063,5 ひだ小児科医院 〒479-0044 0569-36-2800医療法人康仁会　理事肥田　康俊 平15.10. 1小   アレ 内  診療所
     　常滑63 常滑市乙田２９－１ 常　勤:    1長　肥田　康俊 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3730350,064,3 藤田保健衛生大学　中〒479-0881 0569-38-7050学校法人藤田学園　理吉田　俊治 平17. 2. 1内   外   診療所
     　常滑64 部国際空港診療所 常滑市セントレア１－１ターミナ常　勤:    1事長　小野　雄一郎 新規 現存
     ルビル２階 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3731350,066,8 杉江医院 〒479-0829 0569-36-3003杉江　元彦 杉江　元彦 平18. 7. 1内   消   診療所
     　常滑66 常滑市本町２－９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3732350,067,6 とこなめ整形外科 〒479-0041 0569-35-0022医療法人とこなめ整形髙橋　克壽 平19. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　常滑67 常滑市千代６０－１ 常　勤:    1外科　理事長　髙橋　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)克壽 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3733350,068,4 とこなめ耳鼻咽喉科ク〒479-0831 0569-36-3341髙木　繁 髙木　繁 平20. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     　常滑68 リニック 常滑市錦町３－３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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 3734350,069,2 河村内科 〒479-0822 0569-36-1070河村　大誠 河村　大誠 平20. 3. 1内   循   小  診療所
     　常滑69 常滑市奥条２－８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3735350,070,0 中村クリニック 〒479-0822 0569-36-0063中村　慎吾 中村　慎吾 平20.10. 1内   他   小  診療所
     　常滑70 常滑市奥条４－８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3736350,072,6 伊藤医院 〒479-0855 0569-42-0332伊藤　眞介 伊藤　眞介 平22. 7. 1内   小   診療所
     　常滑72 常滑市新田町４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3737350,073,4 常滑いきいきクリニッ〒479-0835 0569-36-1122小出　正文 小出　正文 平23.12. 1内   他   アレ診療所
     　常滑73 ク 常滑市陶郷町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3738350,074,2 内科小児科　須知医院〒479-0836 0569-35-2011須知　雅史 須知　雅史 平24. 1. 1内   小   診療所
     　常滑74 常滑市栄町６－１５５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3739350,075,9 内田眼科 〒479-0868 0569-36-1400医療法人内田眼科　理内田　英哉 平24. 2. 1眼   診療所
     　常滑75 常滑市飛香台１－３－２ 常　勤:    1事長　内田　英哉 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3740350,077,5 いのう皮フ科形成外科〒479-0831 0569-89-2215伊能　和彦 伊能　和彦 平24. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     　常滑77 常滑市錦町３－３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3741350,078,3 西知多こころのクリニ〒479-0837 0569-36-1331医療法人 高会　理事竹内　秀隆 平26.10. 1精   心内 診療所
     　常滑78 ック 常滑市新開町３－１３７ヤマキビ常　勤:    1長　竹内　秀隆 組織変更 現存
     ル２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3742350,079,1 医療法人健鷹会　鷹津〒479-0831 0569-34-6655医療法人健鷹会　理事竹田　泰史 平27.11. 1内   他   小  診療所
     　常滑79 内科・小児科 常滑市錦町１－２２－２ 常　勤:    2長　鷹津　俊麿 新規 アレ 皮   現存
     (医       2) 平27.11. 1消化器内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3743350,080,9 りんくう眼科 〒479-0882 0569-47-6463山中　桂 山中　桂 平28. 1. 1眼   診療所
     　常滑80 常滑市りんくう町２－２０－３イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール常滑１階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3744350,081,7 おおしまハートクリニ〒479-0842 0569-47-8109大島　景 大島　景 平28.10. 1内   他   診療所
     　常滑81 ック 常滑市大鳥町３－５ 常　勤:    1 新規 他は、循環器内現存
     (医       1) 平28.10. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3745350,082,5 きほくクリニック 〒479-0863 0569-43-3737竹内　圭子 竹内　圭子 平29. 1. 1内   小   診療所
     　常滑82 常滑市西之口１０－７３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3746360,005,4 医療法人仁恵会日比野〒483-8273 0587-55-3226医療法人仁恵会　理事日比野　治生 昭62. 4. 1外   整外 内  診療所
     　江南5 外科 江南市古知野町本郷９９ 常　勤:    1長　日比野　治生 消   こう リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1放   麻   皮ひ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3747360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 0587-51-3333愛知県厚生農業協同組齊藤　二三夫 平20. 5. 1一般       630病院
     (361,013,3) 合連合会江南厚生病院江南市高屋町大松原１３７ 常　勤:  153合連合会　代表理事理 移動 療養        54現存
     　江南13 (医     144)事長　佐治　康弘 平26. 5. 1内   神内 精  
     (歯       4) 小   外   呼外
     (薬       5) 心外 整外 リウ
     非常勤:   86 脳外 皮   ひ  
     (医      86) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   歯外
     麻   形外 他  
     小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3748360,027,8 こうなんクリニック 〒483-8205 0587-53-5799松本　忠雄 松本　忠雄 平12. 9. 1内   小   アレ診療所
     　江南27 江南市古知野町小金９１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3749360,040,1 若山産婦人科医院 〒483-8331 0587-55-0230若山　昭彦 若山　昭彦 平10.11. 1産婦 婦   小  診療所
     　江南40 江南市古知野町高瀬４１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3750360,045,0 廣間医院 〒483-8235 0587-56-3007廣間　正美 廣間　正美 昭48. 1. 1内   小   眼  診療所
     　江南45 江南市布袋町中２００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3751360,046,8 藤塚医院 〒483-8259 0587-54-1023藤塚　正功 藤塚　正功 平 5. 9.24内   小   放  診療所
     　江南46 江南市上奈良町旭５３ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3752360,055,9 江南市休日急病診療所〒483-8177 0587-56-4112江南市長　澤田　和延野木森　芳江 昭55. 6. 1内   小   外  診療所
     (361,055,4) 江南市北野町川石２５－１２ 常　勤:    2 歯   現存
     　江南55 (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:  121
     (医      56)
     (歯      50)
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3753360,056,7 加藤眼科 〒483-8334 0587-54-5926加藤　美子 加藤　美子 昭55. 7. 1眼   診療所
     　江南56 江南市前飛保町緑ケ丘１３１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3754360,058,3 フクタ皮フ科 〒483-8158 0587-54-1148福田　金壽 福田　金壽 昭61. 2.20皮   ひ   形外診療所
     　江南58 江南市布袋町東２５３ 常　勤:    1 美外 現存
     (医       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3755360,060,9 医療法人真生会小原外〒483-8323 0587-55-5111医療法人真生会　理事小原　眞哉 昭59.10. 1外   整外 こう診療所
     　江南60 科 江南市村久野町門弟山２２０ 常　勤:    1長　小原　眞哉 胃   ひ   リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3756360,062,5 松川マタニティクリニ〒483-8313 0587-57-8003松川　良治 松川　良治 昭62. 2. 1一般        12診療所
     　江南62 ック 江南市村久野町中郷２０８ 常　勤:    2 内   小   産婦現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3757360,063,3 杉浦皮フ科 〒483-8048 0587-55-9771杉浦　功人 杉浦　功人 昭62. 6. 1皮   診療所
     　江南63 江南市江森町中３８ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3758360,064,1 水谷内科 〒483-8259 0587-59-8170水谷　泰樹 水谷　泰樹 昭62. 7. 1内   消   循  診療所
     　江南64 江南市上奈良町栄１１０ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3759360,067,4 医療法人琇蘭会ワタナ〒483-8339 0587-54-8611医療法人琇蘭会　理事渡邉　規 平元. 4. 1皮   診療所
     　江南67 ベ皮膚科 江南市飛高町栄３３３ 常　勤:    3長　渡邉　規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
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 3760360,068,2 渡部内科医院 〒483-8346 0587-58-7506渡部　敬俊 渡部　敬俊 平元. 5. 1内   神内 小  診療所
     　江南68 江南市後飛保町平野１７１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3761360,070,8 医療法人幸岳会説田眼〒483-8279 0587-56-2071医療法人幸岳会　理事久納　岳朗 平元. 7. 1一般         4診療所
     　江南70 科医院 江南市古知野町宮裏１９７ 常　勤:    1長　久納　岳朗 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3762360,071,6 医療法人池田医院 〒483-8271 0587-54-8322医療法人池田医院　理池田　隆 平元. 9. 1内   神内 小  診療所
     　江南71 江南市古知野町桃源３２ 常　勤:    2事長　池田　隆 麻   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3763360,073,2 丸尾耳鼻咽喉科 〒483-8334 0587-56-1187丸尾　猛 丸尾　猛 平元.10. 1耳   気食 診療所
     　江南73 江南市前飛保町緑ケ丘２３１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3764360,076,5 ほその外科小児科 〒483-8069 0587-54-1135医療法人仁和会　理事細野　和久 平元.11. 1外   他   内  診療所
     　江南76 江南市飛高町宮町１１８ 常　勤:    2長　細野　和久 整外 脳外 リハ現存
     (医       2) 平28.11. 1小   アレ 
     胃内、こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3765360,078,1 藤原医院 〒483-8084 0587-56-2056藤原　誠治 藤原　誠治 平 3.11.21内   小   診療所
     　江南78 江南市高屋町御日塚１８７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.11.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3766360,080,7 平成クリニック 〒483-8161 0587-54-7666颯田　哲哉 颯田　哲哉 平10. 2.16他   内   消  診療所
     　江南80 江南市尾崎町上田９５ 常　勤:    1 移動 形外 こう 整外現存
     (医       1) 平28. 2.16外   
     人工透析内、皮
     ひ、小外来診療
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3767360,081,5 高島医院 〒483-8342 0587-55-1875高島　英二 高島　英二 平 6. 1. 1内   胃   循  診療所
     　江南81 江南市松竹町上野２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3768360,082,3 浅野整形外科 〒483-8145 0587-53-6688浅野　安郎 浅野　安郎 平21.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　江南82 江南市小郷町西ノ山８２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3769360,084,9 さはし内科 〒483-8166 0587-53-0384佐橋　照親 佐橋　照親 平 8. 4. 1内   小   診療所
     　江南84 江南市赤童子町南山１３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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 3770360,085,6 ひまわりクリニック 〒483-8123 0587-53-2500永松　香 永松　香 平 8. 6. 1脳外 整外 リハ診療所
     　江南85 江南市曽本町幼川添３７３ 常　勤:    1 新規 外   内   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3771360,087,2 野村耳鼻咽喉科 〒483-8214 0587-56-4046野村　芳伸 野村　芳伸 平 9. 2. 1耳   内   皮  診療所
     　江南87 江南市古知野町日の出８２ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3772360,091,4 つがクリニック 〒483-8115 0587-53-5160津荷　龍生 津荷　龍生 平 9. 5. 1消   外   内  診療所
     　江南91 江南市安良町宮前１１ 常　勤:    1 新規 こう 皮   ひ  現存
     (医       1) 平30. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3773360,092,2 ほてい整形外科クリニ〒483-8125 0587-56-1011村瀬　範高 村瀬　範高 平 9. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     　江南92 ック 江南市小折東町旭７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3774360,093,0 ＹＯＵクリニック 〒483-8245 0587-56-5570田中　明隆 田中　明隆 平 9. 7. 1内   消   循  診療所
     　江南93 江南市五明町大膳７ 常　勤:    1 新規 呼   小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3775360,095,5 医療法人尚生会　やま〒483-8063 0587-54-7511医療法人尚生会　理事山田　勢 平11. 7. 1一般        14診療所
     　江南95 だ産婦人科 江南市高屋町八幡１１６ 常　勤:    3長　山田　勢 移動 産婦 小   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3776360,096,3 ないとうクリニック 〒483-8035 0587-52-5730内藤　龍雄 内藤　龍雄 平10. 1. 1内   小   アレ診療所
     　江南96 江南市高屋町大門２６３ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3777360,099,7 丹羽内科 〒483-8213 0587-56-7555丹羽　義置 丹羽　義置 平10.10. 1内   呼   アレ診療所
     　江南99 江南市古知野町朝日２４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3778360,100,3 岩田内科クリニック 〒483-8143 0587-53-3232岩田　和久 岩田　和久 平11. 3. 1内   呼   消  診療所
     　江南100 江南市小郷町伍大力２５ 常　勤:    2 新規 胃   循   アレ現存
     (医       1) 平29. 3. 1小   リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3779360,103,7 たかクリニック 〒483-8311 0587-52-3101壺井　孝良 壺井　孝良 平12. 2. 1内   小   外  診療所
     　江南103 江南市村久野町九郷１７９ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3780360,104,5 三ッ口医院 〒483-8212 0587-56-3532三ッ口　文寛 三ッ口　文寛 平12. 4. 1内   循   小  診療所
     　江南104 江南市古知野町瑞穂３４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3781360,106,0 なかむら・ファミリー〒483-8259 0587-56-8188医療法人不動会　理事中村　司朗 平27. 5. 7内   小   リハ診療所
     　江南106 クリニック 江南市上奈良町錦５４－１ 常　勤:    1長　中村　司朗 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3782360,108,6 おおわきレディスクリ〒483-8155 0587-56-3556医療法人おおわきレデ大脇　正哉 平14.10. 1一般        17診療所
     　江南108 ニック 江南市南山町中２２５－２ 常　勤:    1ィスクリニック　理事 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)長　大脇　正哉 平26.10. 1内   麻   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3783360,109,4 上田整形外科 〒483-8044 0587-59-8885医療法人哲友会　理事上田　哲司 平15. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　江南109 江南市宮後町船渡１１５ 常　勤:    1長　上田　哲司 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3784360,113,6 柴田眼科クリニック 〒483-8246 0587-51-4680柴田　裕史 柴田　裕史 平16. 8. 1眼   診療所
     　江南113 江南市五明町福森１３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3785360,115,1 ほしのクリニック 〒483-8318 0587-52-3111星野　澄人 星野　澄人 平16.12. 1外   内   整外診療所
     　江南115 江南市村久野町宮出６３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 胃   こう現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3786360,117,7 みやぐちこどもクリニ〒483-8422 0587-52-1855医療法人みやぐちこど宮口　英樹 平18. 4. 1小   アレ 診療所
     　江南117 ック 江南市東野町神上２９ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　宮口　英樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3787360,119,3 たかだクリニック 〒483-8336 0587-53-3369医療法人Ｔ＆Ｍ　理事高田　亨 平19. 1. 1内   小   消  診療所
     　江南119 江南市前飛保町寺町２１４ 常　勤:    1長　高田　亨 組織変更 呼   リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3788360,121,9 のぎもり皮フ科 〒483-8045 0587-53-3939医療法人恵和会　理事野木森　芳江 平19. 4. 1皮   内   診療所
     　江南121 江南市高屋町遠場３１－１ 常　勤:    1長　野木森　芳江 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3789360,122,7 説田クリニック 〒483-8276 0587-55-7088堀部　賢一 堀部　賢一 平19.12. 1内   整外 胃  診療所
     　江南122 江南市古知野町宮前２０ 常　勤:    1 新規 外   こう 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3790360,123,5 おぜき耳鼻咽喉科 〒483-8417 0587-53-6400小関　晶嗣 小関　晶嗣 平20. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     　江南123 江南市東野町烏森７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3791360,124,3 近藤療院眼科 〒483-8037 0587-56-4321医療法人慈俊会　理事近藤　奈津 平20.10. 1眼   診療所
     　江南124 江南市勝佐町西町１４３ 常　勤:    1長　近藤　奈津 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3792360,125,0 宮垣内科 〒483-8334 0587-56-0911宮垣　義実 宮垣　義実 平21. 3. 1内   他   診療所
     　江南125 江南市前飛保町緑ケ丘２３１ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3793360,126,8 ふくもとクリニック 〒483-8254 0587-51-1331福本　浩二 福本　浩二 平21. 7. 1内   小   他  診療所
     　江南126 江南市木賀町新開１４７ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3794360,127,6 やまが耳鼻咽喉科クリ〒483-8145 0587-56-8733山賀　康祐 山賀　康祐 平21.10. 1耳い 他   小  診療所
     　江南127 ニック 江南市小郷町西ノ山８５－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3795360,128,4 すばるクリニック 〒483-8157 0587-51-6636医療法人すばるクリニ滝　茂実 平21.10. 1内   他   外  診療所
     　江南128 江南市北山町西２１９－１ 常　勤:    1ック　理事長　滝　茂 組織変更 こう 整外 リハ現存
     (医       1)実 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3796360,129,2 佐藤病院 〒483-8259 0587-54-6611医療法人永仁会　理事佐藤　文彦 平22. 7. 1一般        38病院
     　江南129 江南市上奈良町緑４８ 常　勤:    6長　佐藤　文彦 組織変更 療養        87現存
     (医       6) 平28. 7. 1外   内   整外
     非常勤:   44 脳外 他   リハ
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3797360,130,0 医療法人青伸会　近藤〒483-8037 0587-56-2203医療法人青伸会　理事近藤　恭司 平22. 7. 1内   小   他  診療所
     　江南130 療院 江南市勝佐町西町１５３ 常　勤:    1長　近藤　恭司 組織変更 アレ 外   整外現存
     (医       1) 平28. 7. 1老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3798360,131,8 愛岐中央眼科 〒483-8252 0587-56-6555宮木　健一 宮木　健一 平22. 8. 1一般        18診療所
     　江南131 江南市大間町南大間５ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3799360,132,6 真野医院 〒483-8177 0587-54-4771真野　謙治 眞野　謙治 平22. 9. 1他   内   診療所
     　江南132 江南市北野町川石２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3800360,133,4 はるひこどもクリニッ〒483-8158 0587-54-6330安藤　はるひ 安藤　はるひ 平23. 1. 1小   アレ 診療所
     　江南133 ク 江南市布袋町東３５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3801360,134,2 こじま医院 〒483-8376 0587-58-8558小島　伸恭 小島　伸恭 平23.12.20皮   形外 内  診療所
     　江南134 江南市宮田町藤ノ森３０ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3802360,135,9 医療法人友好会　若宮〒483-8109 0587-81-4951医療法人友好会　理事陳　友一 平24. 9. 1皮   内   診療所
     　江南135 八幡横診療所 江南市力長町神出１９２－２ 常　勤:    1長　陳　友一 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3803360,136,7 江南こころのクリニッ〒483-8175 0587-53-0700医療法人恵生会　理事白川　哲康 平25. 5. 1心内 精   診療所
     　江南136 ク 江南市北野町天神３－２ 常　勤:    1長　白川　哲康 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3804360,139,1 布袋病院 〒483-8248 0587-55-7251髙倉　昌司 髙倉　昌司 平27. 2. 1精神       239病院
     　江南139 江南市五明町天王４５ 常　勤:    8 交代 精   神内 外  現存
     (医       8) 平27. 2. 1皮   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3805360,140,9 ながお在宅クリニック〒483-8339 0587-81-8126医療法人正翔会　理事井出　雄一郎 平30. 1.25内   他   精  診療所
     　江南140 江南市飛高町栄２７２ 常　勤:    2長　長尾　強志 移動 他：循内 現存
     (医       2) 平30. 1.25
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3806360,141,7 大城皮フ科クリニック〒483-8086 0587-53-0111大城　宏治 大城　宏治 平28. 6. 1皮   アレ 他  診療所
     　江南141 江南市高屋町大松原１１９－１ 常　勤:    1 新規 形外 現存
     (医       1) 平28. 6. 1他は、小児皮膚
     科・美容皮膚科
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 3807360,142,5 医療法人　尾関内科 〒483-8075 0587-56-2711医療法人尾関内科　理尾関　敏雄 平29.10. 1内   診療所
     　江南142 江南市村久野町平河６１ 常　勤:    1事長　尾関　敏雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3808380,003,5 小牧市民病院 〒485-0044 0568-76-4131小牧市長　山下　史守谷口　健次 昭50. 4. 1一般       558地域支援
     (381,003,0) 小牧市常普請１－２０ 常　勤:  190朗 内   他   呼内病院
     　小牧3 (医     155) 平29. 4. 1神内 外   脳外現存
     (歯       6) 呼外 心外 小  
     (薬      29) 産婦 整外 リウ
     非常勤:   87 形外 皮   ひ  
     (医      86) 耳い 眼   放  
     (薬       1) 精   麻   リハ
     歯外 病理 
     循内、消内、血
     内、腎内、糖・
     分泌内、救急、
     緩ケ内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3809380,025,8 ＤＯＩ　ＣＬＩＮＩＣ〒485-0063 0568-77-8018土井　淳愛 土井　淳愛 昭45. 2. 1一般    診療所
     　小牧25 小牧市藤島町鏡池７２ 常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平30. 2. 1内   外   呼内
     非常勤:    1 アレ 他   リハ
     (医       1) 消内、疼痛緩和
     内、老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3810380,050,6 小牧市休日急病診療所〒485-0044 0568-75-2070小牧市長　山下　史守後藤　恒規 平16. 4. 1内   小   外  診療所
     (381,050,1) 小牧市常普請１－３１８ 常　勤:    2朗 移動 歯   現存
     　小牧50 (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:  118
     (医      50)
     (歯      58)
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3811380,053,0 舟橋外科クリニック 〒485-0039 0568-73-5888舟橋　國博 舟橋　國博 昭53. 6. 1胃   外   整外診療所
     　小牧53 小牧市外堀２－２２９ 常　勤:    1 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3812380,054,8 松浦医院 〒485-0804 0568-79-8016松浦　昭吉 松浦　昭吉 昭54. 1. 1内   外   整外診療所
     　小牧54 小牧市池之内赤坂１１３０ 常　勤:    1 その他 皮   リウ リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3813380,057,1 医療法人柳雪会江崎外〒485-0047 0568-75-2211医療法人柳雪会　理事江崎　哲史 平 6.11. 1内   外   他  診療所
     　小牧57 科内科 小牧市曙町７０ 常　勤:    1長　江崎　哲史 その他 リウ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3814380,058,9 医療法人心正会鈴木小〒485-0029 0568-73-2510医療法人心正会　理事鈴木　美穂 平 7.12. 1小   アレ 診療所
     　小牧58 児科 小牧市中央１－３０８ 常　勤:    2長　鈴木　有紀子 その他 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3815380,060,5 桃花台内科 〒485-0814 0568-79-5252塩原　正夫 塩原　正夫 昭57. 4. 1内   小   診療所
     　小牧60 小牧市古雅３－２２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3816380,063,9 医療法人　和宏会　藤〒485-0011 0568-72-2525医療法人和宏会　理事藤野　宏紀 平23. 4.13内   皮   他  診療所
     　小牧63 野クリニック 小牧市岩崎藤塚３５１－１ 常　勤:    1長　藤野　宏紀 移動 こう内 現存
     (医       1) 平29. 4.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3817380,064,7 江崎眼科医院 〒485-0029 0568-76-2067江崎　順子 江崎　順子 昭61. 2.15眼   診療所
     　小牧64 小牧市中央１－３０１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3818380,069,6 医療法人啓生会小牧ク〒485-0023 0568-75-3500医療法人啓生会　理事大野　晃 平元. 5. 1一般         7診療所
     　小牧69 リニック 小牧市北外山桜井８０７－５ 常　勤:    2長　大野　哲夫 療養        12現存
     (医       2) 平28. 5. 1内   他   
     非常勤:    9 腎内、糖内、透
     (医       9) 内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3819380,071,2 医療法人勲昇会落合医〒485-0822 0568-79-2600医療法人勲昇会　理事落合　勲 平 8. 9.24内   小   整外診療所
     　小牧71 院 小牧市上末４１４ 常　勤:    1長　落合　勲 移動 リウ リハ 現存
     (医       1) 平29. 9.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3820380,072,0 医療法人友愛会ミナミ〒485-0004 0568-75-3882医療法人友愛会　理事朴　美子 平元. 7. 1一般        14診療所
     　小牧72 産婦人科 小牧市田県町４７ 常　勤:    1長　朴　美子 産婦 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3821380,075,3 新井内科クリニック 〒485-0811 0568-78-0050新井　茂 新井　茂 平 2.12. 1内   他   小  診療所
     　小牧75 小牧市光ケ丘１－３１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3822380,077,9 高津皮フ科クリニック〒485-0815 0568-78-0080高津　主税 高津　主税 平 3. 4. 1皮   診療所
     　小牧77 小牧市篠岡１－４６－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3823380,078,7 桃花台レディースクリ〒485-0815 0568-78-0001岩瀬　みつ子 岩瀬　みつ子 平 3. 5. 1一般         9診療所
     　小牧78 ニック 小牧市篠岡１－４６－１ 常　勤:    1 産   婦   小  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3824380,079,5 医療法人須田整形外科〒485-0058 0568-73-5556医療法人須田整形外科須田　洋 平 3.10. 1整外 リハ リウ診療所
     　小牧79 小牧市小木２－３７７ 常　勤:    1　理事長　須田　洋 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3825380,080,3 加藤内科こどもクリニ〒485-0815 0568-79-7722加藤　政司 加藤　政司 平 3.11. 1内   呼   消  診療所
     　小牧80 ック 小牧市篠岡１－４６－２ 常　勤:    2 循   小   現存
     (医       1) 平24.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3826380,081,1 こまき眼科 〒485-0029 0568-72-1118都筑　春美 都筑　春美 平 4. 3. 1眼   診療所
     　小牧81 小牧市中央２－１４８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3827380,082,9 医療法人豊広会ひらお〒485-0832 0568-76-3887医療法人豊広会　理事平尾　亮人 平 4. 4. 1内   小   消  診療所
     　小牧82 クリニック 小牧市応時１－１９８ 常　勤:    1長　平尾　亮人 放   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3828380,083,7 関本内科医院 〒485-0803 0568-78-2535関本　洋一 関本　洋一 平 4. 8. 1内   神内 消  診療所
     　小牧83 小牧市高根２－３２５ 常　勤:    1 循   小   呼外現存
     (医       1) 平28. 8. 1皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3829380,085,2 菱田医院 〒485-0826 0568-76-2719菱田　直基 菱田　直基 平 4.10. 1内   小   診療所
     　小牧85 小牧市東田中８２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3830380,086,0 吉田医院 〒485-0029 0568-76-2519吉田　雄一 吉田　雄一 平 4.10. 1内   他   診療所
     　小牧86 小牧市中央１－２２３ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3831380,088,6 清水クリニック 〒485-0803 0568-78-2111清水　信明 清水　信明 平 4.11. 1内   外   小  診療所
     　小牧88 小牧市高根１－２７１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3832380,089,4 医療法人嘉新会千田ク〒485-0029 0568-72-7267医療法人嘉新会　理事千田　基宏 平 5. 1. 1ひ   皮   診療所
     　小牧89 リニック 小牧市中央１－３３２ 常　勤:    2長　千田　八朗 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3833380,091,0 医療法人友松内科耳鼻〒485-0006 0568-75-8111医療法人友松内科耳鼻友松　武 平 5. 4. 1内   胃   小  診療所
     　小牧91 咽喉科 小牧市久保新町１２ 常　勤:    2咽喉科　理事長　友松 耳   現存
     (医       2)　武 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3834380,092,8 医療法人学仁会高野耳〒485-0814 0568-79-4587医療法人学仁会　理事高野　剛 平 5. 4. 1耳   小   診療所
     　小牧92 鼻咽喉科 小牧市古雅３－５２－３ 常　勤:    1長　高野　剛 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3835380,093,6 医療法人みやび会後藤〒485-0029 0568-72-2271医療法人みやび会後藤後藤　雅子 平 5.10. 1内   呼   消  診療所
     　小牧93 内科クリニック 小牧市中央５－７５ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 循   小   現存
     (医       1)長　後藤　雅子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3836380,094,4 医療法人双寿会塚原外〒485-0029 0568-77-3175医療法人双寿会　理事塚原　憲児 平 6. 1. 1一般         7診療所
     　小牧94 科・内科 小牧市中央２－１８５ 常　勤:    2長　塚原　龍児 組織変更 療養        12現存
     (医       2) 平30. 1. 1内   呼   リハ
     小   外   整外
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3837380,098,5 小牧第一病院 〒485-0029 0568-77-1301医療法人純正会　理事芥川　篤史 平 7. 3. 1一般       110病院
     　小牧98 小牧市中央５－３９ 常　勤:    6長　山本　純 組織変更 療養        60現存
     (医       6) 平28. 3. 1内   神内 呼  
     非常勤:   41 胃   循   外  
     (医      41) 整外 皮ひ リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3838380,100,9 医療法人エムエス横井〒485-0827 0568-75-8788医療法人エムエス　理横井　章一 平 8. 7. 1整外 外   リハ診療所
     　小牧100 整形外科クリニック 小牧市文津８３０ 常　勤:    1事長　横井　章一 組織変更 皮   リウ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3839380,101,7 味岡眼科 〒485-0828 0568-71-7766医療法人双樹会　理事山田　一義 平 8.12. 1眼   診療所
     　小牧101 小牧市小松寺６２３－１ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3840380,102,5 前川クリニック 〒485-0822 0568-78-0015前川　泰宏 前川　泰宏 平 9. 2. 1消   内   小  診療所
     　小牧102 小牧市上末東山３５９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3841380,103,3 みわレディースクリニ〒485-0041 0568-76-2603医療法人鶴齢会　理事三輪　貴彦 平 9. 5. 8一般        19診療所
     　小牧103 ック 小牧市小牧２－５８２ 常　勤:    2長　三輪　茂美 その他 産婦 小   他  現存
     (医       2) 平30. 5. 8乳外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3842380,104,1 はやしこどもクリニッ〒485-0829 0568-41-0999林　芳樹 林　芳樹 平23. 9. 1小   アレ 診療所
     　小牧104 ク 小牧市小牧原４－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3843380,105,8 エンゼルレディースク〒485-0029 0568-41-6260足立　俊雄 足立　俊雄 平10. 5. 1一般        19診療所
     　小牧105 リニック 小牧市中央２－２２ 常　勤:    1 新規 産婦 産   婦  現存
     (医       1) 平28. 5. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3844380,111,6 浅野外科内科 〒485-0829 0568-72-1241浅野　善博 浅野　善博 平10.12.12外   内   胃  診療所
     　小牧111 小牧市小牧原１－４０５ 常　勤:    1 交代 こう 整外 リハ現存
     (医       1) 平28.12.12皮   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3845380,112,4 林内科クリニック 〒485-0003 0568-71-3231林　博通 林　博通 平11.10. 1内   リハ 消  診療所
     　小牧112 小牧市久保一色２３７－３ 常　勤:    1 新規 呼   アレ 心内現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3846380,113,2 医療法人みやび会ごと〒485-0812 0568-47-2766医療法人みやび会　理後藤　恒規 平12. 3.31小   アレ 内  診療所
     　小牧113 う小児科 小牧市城山３－３サンコート桃花常　勤:    1事長　後藤　雅子 新規 現存
     台１階 (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3847380,114,0 蛯原医院 〒485-0029 0568-76-2351蛯原　健二 蛯原　健二 平12. 4.11内   小   診療所
     　小牧114 小牧市中央１－１５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3848380,115,7 南波眼科皮膚科 〒485-0812 0568-47-2311南波　史子 南波　史子 平12. 7. 1眼   アレ 診療所
     　小牧115 小牧市城山１－３ピエスタ２階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3849380,119,9 しんばらこどもクリニ〒485-0012 0568-74-4150新原　光喜 新原　光喜 平12.10. 1小   アレ 内  診療所
     　小牧119 ック 小牧市小牧原新田南原１８２８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3850380,122,3 ひおき医院 〒485-0039 0568-74-1101医療法人はじめ会　理日置　千広 平13. 1. 1皮   アレ 診療所
     　小牧122 小牧市外堀２－２５８ 常　勤:    1事長　日置　千広 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3851380,123,1 医療法人胡蝶会サンエ〒485-0041 0568-74-2315医療法人胡蝶会　理事浅井　真嗣 平14. 4. 1内   診療所
     　小牧123 イクリニック 小牧市小牧３－５６０ルミナスツ常　勤:    2長　浅井　真嗣 移動 現存
     インズ小牧北館１階 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3852380,125,6 医療法人光明会　小牧〒485-0046 0568-74-6638医療法人光明会　理事久田　廣次 平14. 5. 1眼   他   診療所
     　小牧125 平田眼科 小牧市堀の内４－５２－１ 常　勤:    1長　平田　國夫 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3853380,126,4 医療法人梅田アンドア〒485-0041 0568-74-7575医療法人梅田アンドア梅田　貴之 平14. 4. 1内   外   整外診療所
     　小牧126 ソシエイツ小牧スマイ小牧市小牧２－２８０ 常　勤:    2ソシエイツ　理事長　 組織変更 リハ 小   皮  現存
     ルクリニック (医       2)梅田　貴之 平26. 4. 1放   ひ   消  
     非常勤:    9 呼   循   形外
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3854380,128,0 こまき耳鼻咽喉科 〒485-0041 0568-41-4633澤井　薫夫 澤井　薫夫 平14.10. 1耳い アレ 診療所
     　小牧128 小牧市小牧３－５６０ルミナスツ常　勤:    1 新規 現存
     インズ小牧北館 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3855380,129,8 ピアーレクリニック 〒485-0814 0568-78-1300医療法人真愛会　理事森　真理子 平15. 1. 9内   小   放  診療所
     　小牧129 小牧市古雅１－１ピアーレ３階 常　勤:    1長　森　真理子 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3856380,130,6 岩崎スマイルクリニッ〒485-0011 0568-71-1200医療法人梅田アンドア三浦　亮 平15. 4. 1内   小   リハ診療所
     　小牧130 ク 小牧市岩崎１－９３ 常　勤:    1ソシエイツ　理事長　 新規 整外 皮   胃  現存
     (医       1)梅田　貴之 平27. 4. 1循   呼   アレ
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3857380,135,5 医療法人喜光会北里ク〒485-0057 0568-72-1911医療法人喜光会　理事船橋　益夫 平16. 4. 1他   外   内  診療所
     (381,135,0) リニック 小牧市小木西３－５３ 常　勤:    3長　船橋　重喜 組織変更 整外 リハ 歯  現存
     　小牧135 (医       2) 平28. 4. 1小歯 
     (歯       1) 胃内、こう門外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3858380,136,3 かとう皮フ科クリニッ〒485-0029 0568-42-0200医療法人ｔｅｎｄｒｅ加藤　美穂 平24. 1. 5皮   アレ 形外診療所
     　小牧136 ク 小牧市中央３－２６１－２ 常　勤:    2　ｌａ　ｍａｉｎ　理 移動 現存
     (医       1)事長　加藤　美穂 平30. 1. 5
     (薬       1)
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3859380,137,1 小牧メンタルクリニッ〒485-0029 0568-76-7700加川　直樹 加川　直樹 平16.10. 1心内 精   診療所
     　小牧137 ク 小牧市中央２－５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3860380,138,9 植田耳鼻咽喉科 〒485-0029 0568-42-6331医療法人植田耳鼻咽喉植田　恭弘 平16.11. 1耳い アレ 小  診療所
     　小牧138 小牧市中央６－５ 常　勤:    1科　理事長　植田　恭 組織変更 他   現存
     (医       1)弘 平28.11. 1小耳い
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3861380,139,7 尾張眼科 〒485-0011 0568-73-0044冨田　直樹 冨田　直樹 平17. 4. 1眼   診療所
     　小牧139 小牧市岩崎１－１０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3862380,140,5 森川整形外科医院 〒485-0023 0568-77-1739森川　圭造 森川　圭造 平17.12.10整外 リウ リハ診療所
     　小牧140 小牧市北外山２９４４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3863380,141,3 たかの内科クリニック〒485-0829 0568-73-2333医療法人飛鳥　理事長高野　健市 平18. 1. 1内   消   診療所
     　小牧141 小牧市小牧原２－４７ 常　勤:    1　高野　健市 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3864380,143,9 三輪内科 〒485-0023 0568-71-5677三輪　雅一 三輪　雅一 平18.12. 1内   小   他  診療所
     　小牧143 小牧市北外山２４６８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3865380,144,7 やまもとクリニック 〒485-0011 0568-77-1333医療法人やまもとクリ山本　哲也 平19. 4. 1外   内   胃  診療所
     　小牧144 小牧市岩崎郷戸西１９００－１ 常　勤:    1ニック　理事長　山本 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1)　哲也 平25. 4. 1
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 3866380,145,4 森クリニック 〒485-0016 0568-71-7711医療法人信楽会　理事森　雅典 平19. 4. 1内   他   小  診療所
     　小牧145 小牧市間々原新田今池５１ 常　勤:    1長　森　雅典 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3867380,147,0 小牧ちば整形外科クリ〒485-0016 0568-74-1255千葉　剛裕 千葉　剛裕 平20. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　小牧147 ニック 小牧市間々原新田宮前５２８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3868380,148,8 わたなべクリニック 〒485-0033 0568-41-1001渡辺　英世 渡辺　英世 平20.12. 1内   他   外  診療所
     　小牧148 小牧市郷中１－１２３ 常　勤:    1 新規 リハ 小   現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3869380,149,6 もとまちクリニック 〒485-0072 0568-76-2717吉田　郁男 吉田　郁男 平21. 1. 1内   外   小  診療所
     　小牧149 小牧市元町１－４０ 常　勤:    1 新規 皮   リハ 他  現存
     (医       1) 平27. 1. 1ひ   
     非常勤:    2 胃腸内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3870380,150,4 平松内科呼吸器内科　〒485-0041 0568-41-0008平松　哲夫 平松　哲夫 平22. 2. 1一般         4診療所
     　小牧150 小牧ぜんそく睡眠リハ小牧市小牧１－５６５－３ 常　勤:    1 新規 内   他   アレ現存
     ビリクリニック (医       1) 平28. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3871380,152,0 わたなべ耳鼻咽喉科 〒485-0023 0568-76-8855渡邉　暢浩 渡邉　暢浩 平22.10. 1耳い 他   アレ診療所
     　小牧152 小牧市北外山１１３９－４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3872380,154,6 しのおか内科クリニッ〒485-0804 0568-79-8116辻　清太 辻　清太 平27. 1.11内   呼内 アレ診療所
     　小牧154 ク 小牧市池之内下赤堀１ 常　勤:    1 移動 整外 現存
     (医       1) 平27. 1.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3873380,155,3 おおやま内科クリニッ〒485-0023 0568-76-8808大山　格 大山　格 平24. 5. 1内   他   小  診療所
     　小牧155 ク 小牧市北外山１５２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3874380,156,1 かなずみ　クリニック〒485-0003 0568-68-8205金住　直人 金住　直人 平24. 5. 1内   他   外  診療所
     　小牧156 小牧市久保一色１１９２－２ 常　勤:    1 新規 小   皮   リハ現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3875380,157,9 とくみこどもクリニッ〒485-0033 0568-68-9010德見　哲司 德見　哲司 平24. 5. 1小   アレ 診療所
     　小牧157 ク 小牧市郷中１－２４０－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 3876380,158,7 坂本ファミリークリニ〒485-0029 0568-77-8957坂本　知行 坂本　知行 平24. 6. 1内   小   他  診療所
     　小牧158 ック 小牧市中央２－６９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3877380,159,5 産科・婦人科ミナミク〒485-0829 0568-75-3732医療法人友愛会　理事元　泰秀（南宏次郎）平25. 2. 1一般        19診療所
     　小牧159 リニック 小牧市小牧原４－３８－１ 常　勤:    3長　朴　美子 新規 産婦 現存
     (医       3) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3878380,160,3 志水こどもクリニック〒485-0041 0568-76-2043医療法人圭秋会　理事志水　麻実子 平25. 4. 1小   アレ 診療所
     　小牧160 小牧市小牧３－１５２ 常　勤:    2長　志水　麻実子 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3879380,161,1 すどうストレスケアク〒485-0029 0568-75-0222須藤　将章 須藤　将章 平29. 7. 4心内 精   他  診療所
     　小牧161 リニック 小牧市中央１－３４９Ｒ＆Ａビル常　勤:    1 移動 他は美容皮膚科現存
     ２～４階 (医       1) 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3880380,162,9 いわた眼科クリニック〒485-0029 0568-76-0777岩田　英嗣 岩田　英嗣 平26. 5. 1眼   他   診療所
     　小牧162 小牧市中央５－４０ 常　勤:    1 新規 小児眼科 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3881380,163,7 小木こどもファミリー〒485-0056 0568-54-2111野村　知秀 野村　知秀 平26.11. 1一般         1診療所
     　小牧163 クリニック 小牧市小木南２－３２ 常　勤:    2 新規 療養        18現存
     (医       2) 平26.11. 1小   アレ 内  
     他   リハ 
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3882380,164,5 医院　眼科整形外科〒485-0804 0568-79-1177 　恭子 辻　恭子 平27. 4. 1眼   整外 リハ診療所
     　小牧164 小牧市池之内３５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3883380,165,2 医療法人啓生会　小木〒485-0056 0568-75-1288医療法人啓生会　理事望月　盈宏 平27. 4. 1内   他   リハ診療所
     　小牧165 南クリニック 小牧市小木南２－２９ 常　勤:    1長　大野　哲夫 交代 循環器内科、腎現存
     (医       1) 平27. 4. 1臓内科、糖尿病
     非常勤:    7 内科、人工透析
     (医       7) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3884380,166,0 小林外科内科 〒485-0011 0568-77-3531小林　靖典 小林　靖典 平27. 8. 1外   内   循  診療所
     　小牧166 小牧市岩崎２８１－１０ 常　勤:    1 交代 小   皮   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
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 3885380,167,8 石田眼科 〒485-0033 0568-74-2220石田　政也 石田　政也 平27. 9. 1眼   診療所
     　小牧167 小牧市郷中１－１７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3886380,168,6 桃花台スマイルクリニ〒485-0812 0568-47-2220医療法人梅田アンドア大橋　紀文 平29. 5. 1内   呼内 他  診療所
     　小牧168 ック 小牧市城山１－５－６８ 常　勤:    1ソシエイツ　理事長　 新規 外   皮   ひ  現存
     (医       1)梅田　貴之 平29. 5. 1リハ 整外 小  
     非常勤:    2 形外 放   
     (医       2) 他は消化器内科
     、循環器内科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3887380,169,4 富野内科 〒485-0025 0568-73-1135富野　竜人 富野　竜人 平29. 7. 1内   リウ 診療所
     　小牧169 小牧市春日寺２－２０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3888380,170,2 さかいハートクリニッ〒485-0033 0568-74-0020酒井　慎一 酒井　慎一 平30. 2. 1他   内   診療所
     　小牧170 ク 小牧市郷中２－１７ 常　勤:    1 新規 他：循内 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3889380,171,0 ふかつ泌尿器科・皮ふ〒485-0023 0568-74-7600深津　顕俊 深津　顕俊 平30. 5. 1ひ   皮   診療所
     　小牧171 科クリニック 小牧市北外山神田１５７９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3890390,011,6 稲沢市民病院 〒492-8510 0587-32-2111稲沢市長　加藤　錠司加藤　健司 平26.11. 1一般       320病院
     (391,011,1) 稲沢市長束町沼１００ 常　勤:   42郞 移動 内   他   小  現存
     　稲沢11 (医      40) 平26.11. 1外   整外 脳外
     (歯       2) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   42 眼   耳い 放  
     (医      42) 麻   歯外 リハ
     循環器内科、消
     化器内科、糖尿
     病・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3891390,042,1 夫馬整形外科医院 〒492-8217 0587-23-0123夫馬　達男 夫馬　達男 昭50. 1. 1一般    診療所
     　稲沢42 稲沢市稲沢町下田６４－３ 常　勤:    1 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3892390,045,4 愛知県稲沢市医師会休〒492-8393 0587-36-3006一般社団法人稲沢市医宮下　章 昭51. 4. 1内   小   診療所
     　稲沢45 日急病診療所 稲沢市中野宮町６０ 常　勤:    1師会　会長　大島　宏 現存
     (医       1)之 平30. 4. 1
     非常勤:   34
     (医      21)
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3893390,048,8 おくむら小児科 〒492-8271 0587-23-5133奥村　孝造 奥村　孝造 昭57.12. 1小   アレ 診療所
     　稲沢48 稲沢市石橋４－８０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3894390,054,6 東浦内科医院 〒492-8145 0587-23-6860東浦　宗 東浦　宗 昭62. 3. 1内   循   小  診療所
     　稲沢54 稲沢市正明寺１－８－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3895390,055,3 医療法人芙蓉会田中医〒492-8218 0587-32-0301医療法人芙蓉会田中医田中　一馬 平 9. 1. 1内   消   小  診療所
     　稲沢55 院 稲沢市西町２－２－７ 常　勤:    1院　理事長　田中　一 移動 現存
     (医       1)馬 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3896390,056,1 大里クリニック 〒492-8423 0587-32-2010伊東　国雄 伊東　国雄 昭64. 1. 1内   外   整外診療所
     　稲沢56 稲沢市高重中町１１８－１ 常　勤:    2 リハ 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3897390,059,5 医療法人東浦眼科医院〒492-8145 0587-32-0686医療法人東浦眼科医院東浦　功 平元. 7. 1一般         1診療所
     　稲沢59 稲沢市正明寺１－８－１８ 常　勤:    2　理事長　東浦　賢 眼   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3898390,062,9 医療法人洲栄会山村外〒492-8144 0587-32-1845医療法人洲栄会　理事山村　等 平元.11. 1一般         9診療所
     　稲沢62 科 稲沢市小池１－４－２５ 常　勤:    1長　山村　等 療養        10現存
     (医       1) 平28.11. 1胃   外   整外
     脳外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3899390,064,5 花井医院 〒492-8234 0587-21-2221花井　厳人 花井　厳人 平 6.10. 3内   胃   外  診療所
     　稲沢64 稲沢市奥田切田町８３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3900390,065,2 野村小児科 〒492-8143 0587-21-8811医療法人貞心会　理事野村　春子 平 2. 7. 1小   診療所
     　稲沢65 稲沢市駅前２－２８－１０ 常　勤:    1長　野村　春子 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3901390,067,8 鈴木クリニック 〒492-8145 0587-23-0077鈴木　文也 鈴木　文也 平 2.11. 1胃   外   眼  診療所
     　稲沢67 稲沢市正明寺２－１７－５ 常　勤:    2 小   現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3902390,068,6 岩田内科 〒492-8092 0587-24-1861岩田　仁 岩田　仁 平20. 3. 1内   小   呼  診療所
     　稲沢68 稲沢市下津穂所１－２－３ 常　勤:    1 移動 循   消   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3903390,074,4 医療法人泉耳鼻咽喉科〒492-8137 0587-32-4887医療法人泉耳鼻咽喉科泉　進午 平 5. 7. 1耳い 小   アレ診療所
     　稲沢74 稲沢市国府宮２－１０－２８ 常　勤:    2　理事長　泉　進午 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3904390,075,1 医療法人　心友会吉田〒492-8114 0587-23-8211医療法人心友会　吉田吉田　朋寛 平 7. 5. 1循   内   診療所
     　稲沢75 内科循環器科 稲沢市治郎丸椿町３ 常　勤:    2内科循環器科　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　吉田　朋寛 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3905390,077,7 医療法人稲沢クリニッ〒492-8217 0587-23-8882医療法人稲沢クリニッ橋本　敏博 平 8.10. 1内   小   他  診療所
     　稲沢77 ク 稲沢市稲沢町前田２１０ 常　勤:    1ク　理事長　橋本　敏 組織変更 現存
     (医       1)博 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3906390,078,5 医療法人恭純会服部整〒492-8137 0587-23-5800医療法人恭純会　理事服部　壽門 平 9. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　稲沢78 形外科 稲沢市国府宮４－１５－１１ 常　勤:    1長　服部　壽門 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3907390,079,3 ほり皮フ科クリニック〒492-8261 0587-22-1108堀　好道 堀　好道 平 9. 8. 1皮   形外 診療所
     　稲沢79 稲沢市重本１－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3908390,080,1 おかざき内科 〒492-8230 0587-23-8338岡崎　昭太郎 岡崎　昭太郎 平10. 1. 1内   小   診療所
     　稲沢80 稲沢市稲島東６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3909390,081,9 きたがき耳鼻咽喉科 〒492-8162 0587-34-1755北垣　徹 北垣　徹 平10. 9. 1耳   診療所
     　稲沢81 稲沢市井之口小番戸町４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3910390,082,7 宮下医院 〒492-8338 0587-36-7028宮下　章 宮下　章 平11. 8. 1内   外   消  診療所
     　稲沢82 稲沢市平金森町７８－２ 常　勤:    2 交代 皮   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3911390,083,5 医療法人社団秋桜会吉〒492-8214 0587-21-0015医療法人社団秋桜会吉吉田　光男 平12.10. 1精   診療所
     　稲沢83 田クリニック 稲沢市大塚南３－６８ 常　勤:    1田クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　吉田　光男 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3912390,088,4 とくだ皮フ科 〒492-8214 0587-33-2121徳田　瑞子 徳田　瑞子 平13. 5. 1皮   アレ 診療所
     　稲沢88 稲沢市大塚南４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3913390,091,8 山田内科呼吸器科 〒492-8274 0587-24-7707山田　悦代 山田　悦代 平13. 6. 1内   呼   小  診療所
     　稲沢91 稲沢市天池光田町９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3914390,093,4 ハーモニーランドクリ〒492-8229 0587-22-2232笠原　純一 笠原　純一 平14. 4. 1内   小   呼  診療所
     　稲沢93 ニック 稲沢市稲島５－２ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3915390,099,1 シゲキ＆カズコ整形外〒492-8181 0587-24-3131医療法人悠美　理事長髙井　茂樹 平15.10. 1整外 内   リハ診療所
     　稲沢99 科内科 稲沢市日下部北町４－４３－１ 常　勤:    2　髙井　茂樹 組織変更 リウ 小   現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3916390,100,7 たいらクリニック 〒492-8214 0587-32-0008平　昇 平　昇 平16. 1. 1一般         4診療所
     　稲沢100 稲沢市大塚南４－３０ 常　勤:    1 新規 こう 胃   外  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3917390,103,1 きたやまクリニック 〒492-8211 0587-24-3183西川　宰 西川　宰 平16. 4. 1外   小外 内  診療所
     　稲沢103 稲沢市稲沢町北山１８ 常　勤:    1 新規 小   皮   麻  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3918390,104,9 よう眼科 〒492-8279 0587-32-8686医療法人和陽会　理事楊　睦実 平16. 4. 1眼   診療所
     　稲沢104 稲沢市天池遠松町９３ 常　勤:    2長　楊　睦実 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3919390,106,4 愛知県厚生農業協同組〒495-0012 0587-97-2131愛知県厚生農業協同組真下　啓二 昭43. 6. 1一般       199病院
     　稲沢106 合連合会　稲沢厚生病稲沢市祖父江町本甲拾町野７ 常　勤:   42合連合会　代表理事　 精神        51現存
     院 (医      38)理事長　佐治　康弘 平28. 6. 1療養        50
     (薬       4) 内   他   神内
     非常勤:   34 外   精   小  
     (医      34) 整外 脳外 ひ  
     産婦 眼   耳い
     皮   リウ 放  
     リハ 麻   
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 3920390,109,8 医療法人回精会　北津〒490-1323 0567-46-3530医療法人回精会　理事野島　逸 昭55. 4. 1精神       292病院
     　稲沢109 島病院 稲沢市平和町嫁振３０７ 常　勤:    9長　野島　逸 精   神   内  現存
     (医       7) 平28. 4. 1他   神内 
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3921390,111,4 医療法人田中内科医院〒495-0001 0587-97-5808医療法人田中内科医院田中　岑也 平 2. 7. 1内   小   診療所
     　稲沢111 稲沢市祖父江町祖父江北川原７３常　勤:    1　理事長　田中　岑也 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3922390,112,2 医療法人森上内科クリ〒495-0011 0587-97-6867医療法人森上内科クリ櫻井　智浩 平 4. 1. 1内   循   小  診療所
     　稲沢112 ニック 稲沢市祖父江町森上本郷九、２９常　勤:    2ニック　理事長　櫻井 現存
     －８ (医       2)　里美 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3923390,113,0 大島クリニック 〒495-0021 0587-97-7111大島　宏之 大島　宏之 平 6. 2. 1胃   外   リハ診療所
     　稲沢113 稲沢市祖父江町三丸渕駅通１０２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3924390,114,8 かげやまクリニック 〒495-0015 052-917-4180蔭山　徹 蔭山　徹 平 6.11. 1胃   リハ 外  診療所
     　稲沢114 稲沢市祖父江町桜方西郷３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3925390,115,5 医療法人六輪会六輪病〒490-1323 0567-46-3515医療法人六輪会　理事水野　義久 平 9. 5. 1一般        45病院
     　稲沢115 院 稲沢市平和町塩川１０４ 常　勤:    4長　佐藤　督忠 組織変更 療養        60現存
     (医       4) 平30. 5. 1外   内   こう
     非常勤:   16 消   胃   整外
     (医      16) リハ ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3926390,116,3 やまだ耳鼻咽喉科 〒495-0002 0587-97-8741山田　眞幹 山田　眞幹 平12. 3. 1耳   アレ 診療所
     　稲沢116 稲沢市祖父江町山崎才蔵野西６５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3927390,117,1 医療法人佳信会尾張西〒490-1301 0567-47-0088医療法人佳信会　理事手塚　俊文 平12.12. 1内   他   診療所
     　稲沢117 クリニック 稲沢市平和町須ケ谷馬橋７１２－常　勤:    1長　宗宮　信賢 新規 現存
     ３ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3928390,118,9 こどものお医者さんお〒495-0001 0587-98-3700小川　達也 小川　達也 平14.11. 1小   内   診療所
     　稲沢118 がわクリニック 稲沢市祖父江町祖父江高熊４０８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平26.11. 1
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 3929390,119,7 医療法人わたなべ医院〒495-0001 0587-97-7888医療法人わたなべ医院渡部　和則 平16. 2. 1内   他   小  診療所
     　稲沢119 稲沢市祖父江町祖父江南川原６７常　勤:    1　理事長　渡部　和則 組織変更 リハ 現存
     －１０ (医       1) 平28. 2. 1消内、循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3930390,120,5 眼科北村クリニック 〒490-1323 0567-47-0146北村　賢三 北村　賢三 平16. 7. 1眼   診療所
     　稲沢120 稲沢市平和町下起南２６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3931390,121,3 かわむらクリニック 〒492-8215 0587-23-2222医療法人かわむらクリ川村　弘之 平17. 7. 1内   消   呼  診療所
     　稲沢121 稲沢市大塚北６－５０ 常　勤:    1ニック　理事長　川村 組織変更 小   外   リハ現存
     (医       1)　弘之 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3932390,123,9 こうのみやクリニック〒492-8137 0587-34-6777医療法人こうのみやク山田　克典 平17. 7. 1内   小   診療所
     　稲沢123 稲沢市国府宮４－１９－１ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)田　克典 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3933390,124,7 大久保眼科 〒495-0015 0587-81-0088大久保　拓 大久保　拓 平17. 9. 1眼   診療所
     　稲沢124 稲沢市祖父江町桜方上切６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3934390,125,4 荒尾内科・耳鼻咽喉科〒492-8401 0587-34-3111医療法人荒尾内科・耳荒尾　元博 平17.10. 1内   消   耳い診療所
     　稲沢125 稲沢市梅須賀町７－３１ 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　荒 組織変更 小   現存
     (医       2)尾　元博 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3935390,127,0 広島眼科 〒492-8230 0587-23-1004廣島　康二 廣島　康二 平18. 2. 1眼   診療所
     　稲沢127 稲沢市稲島東３－１２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3936390,129,6 医療法人　くしだ整形〒492-8322 0587-34-4885医療法人くしだ整形外櫛田　喜輝 平18. 8. 1整外 外   リウ診療所
     　稲沢129 外科 稲沢市西島出町９１ 常　勤:    1科　理事長　櫛田　喜 組織変更 リハ 現存
     (医       1)輝 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3937390,130,4 つむぎクリニック 〒492-8156 0587-32-3900鈴木　やよい 鈴木　やよい 平19. 2. 1皮   形外 診療所
     　稲沢130 稲沢市井之口親畑町７０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3938390,131,2 やまかみ内科循環器科〒492-8372 0587-36-7778医療法人やまかみ内科山上　祥司 平19. 4. 1内   循   小  診療所
     　稲沢131 稲沢市一色中屋敷町１５３－１ 常　勤:    1循環器科　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)上　祥司 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3939390,133,8 医療法人谷医院 〒492-8151 0587-32-0512医療法人谷医院　理事谷　茂也 平19. 4. 1内   循   小  診療所
     　稲沢133 稲沢市井之口北畑町２３２ 常　勤:    2長　谷　茂也 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3940390,135,3 タチ眼科 〒492-8412 0587-36-6612城　通代 城　通代 平19. 9. 1眼   診療所
     　稲沢135 稲沢市大矢町三條田３３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3941390,136,1 胃腸科外科たちクリニ〒492-8412 0587-36-6611城　義政 城　義政 平19.10. 1胃   外   リハ診療所
     　稲沢136 ック 稲沢市大矢町三條田４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3942390,137,9 よう泌尿器科・皮フ科〒492-8279 0587-22-1800楊　睦正 楊　睦正 平19.11. 1ひ   皮   アレ診療所
     　稲沢137 稲沢市天池遠松町９５ 常　勤:    2 新規 性   現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3943390,138,7 平和医院 〒490-1314 0567-46-0218服部　克久 服部　克久 平20. 1. 1内   胃   小  診療所
     　稲沢138 稲沢市平和町西光坊新町１０１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3944390,139,5 セブンベルクリニック〒492-8144 0587-33-7877医療法人葵鐘会　理事野村　誠二 平20. 2. 1一般        19診療所
     　稲沢139 稲沢市小池４－１２２ 常　勤:    2長　山下　守 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       2) 平26. 2. 1
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3945390,140,3 杉原内科外科医院 〒492-8184 0587-21-0832杉原　諭 杉原　諭 平20. 4. 1内   外   胃  診療所
     　稲沢140 稲沢市日下部松野町１ー２２１ 常　勤:    2 交代 循   整外 皮  現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3946390,141,1 三輪産婦人科小児科 〒492-8271 0587-21-2332三輪　一博 三輪　一博 平21.11.25一般        12診療所
     　稲沢141 稲沢市石橋２－１５０ 常　勤:    2 移動 産婦 小   現存
     (医       2) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3947390,142,9 稲垣医院 〒492-8152 0587-32-3991稲垣　一郎 稲垣　一郎 平23. 7.19内   小   他  診療所
     　稲沢142 稲沢市井之口大宮町８５ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3948390,144,5 宮川醫院 〒492-8162 0587-24-3811医療法人幸酉会　理事宮川　幸一郎 平21. 1. 1内   ひ   診療所
     　稲沢144 稲沢市井之口小番戸町８ 常　勤:    2長　宮川　幸一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3949390,145,2 みやた整形外科 〒492-8095 0587-34-5055宮田　徹 宮田　徹 平21. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　稲沢145 稲沢市下津南山２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3950390,146,0 癒やしの森メンタルク〒492-8208 0587-33-0841医療法人あおぞら　理武藤　太 平21. 7. 1精   心内 診療所
     　稲沢146 リニック 稲沢市松下１－７－２４たかビル常　勤:    1事長　武藤　太 組織変更 現存
     １階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3951390,148,6 伸医院 〒492-8452 0587-36-0701伸　健浩 伸　健浩 平23. 1. 1内   他   診療所
     　稲沢148 稲沢市西溝口町郷東５４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3952390,152,8 かじうらファミリーク〒492-8062 0587-34-5556医療法人晴優会　理事梶浦　元晴 平24. 1. 1内   小   他  診療所
     　稲沢152 リニック 稲沢市下津住吉町２２ 常　勤:    1長　梶浦　元晴 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3953390,154,4 水谷皮膚科 〒492-8212 0587-32-7007水谷　公彦 水谷　公彦 平25. 1. 1皮   小   診療所
     　稲沢154 稲沢市小沢４－２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3954390,155,1 広島皮ふ科 〒492-8230 0587-24-1412廣島　光恵 廣島　光恵 平25. 5. 1皮   アレ 他  診療所
     　稲沢155 稲沢市稲島東３－１３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3955390,156,9 リーフウォーク稲沢ク〒492-8601 0587-22-3236医療法人社団岳大会　新井　晶勇己 平26. 4. 1眼   他   内  診療所
     　稲沢156 リニック 稲沢市長野７－１－２リーフウォ常　勤:    1理事長　鈴木　智博 交代 漢方眼科、漢方現存
     ーク稲沢１階 (医       1) 平26. 4. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3956390,157,7 オリーブ内科クリニッ〒492-8145 0587-21-1177鈴木　義明 鈴木　義明 平26.12. 1内   他   リハ診療所
     　稲沢157 ク 稲沢市正明寺３－１９１ 常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平26.12. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3957390,158,5 おおこうち内科クリニ〒495-0015 0587-97-8300医療法人大河内会　理大河内　昌弘 平27. 8. 1内   他   小  診療所
     　稲沢158 ック 稲沢市祖父江町桜方上切６－７ 常　勤:    1事長　大河内　昌弘 組織変更 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平27. 8. 1分泌内科、消化
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3958390,159,3 こんどう整形外科 〒492-8218 0587-22-5355近藤　高弘 近藤　高弘 平27.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　稲沢159 稲沢市西町３－９－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3959390,160,1 なかやま耳鼻咽喉科 〒492-8229 0587-33-0881中山　敦詞 中山　敦詞 平28. 2. 1耳い アレ 診療所
     　稲沢160 稲沢市稲島１１－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3960390,161,9 根木クリニック 〒490-1323 0567-47-1233医療法人樹浩会　理事根木　浩路 平28. 1. 1外   リハ 他  診療所
     　稲沢161 稲沢市平和町下起南１４６－１ 常　勤:    1長　根木　浩路 組織変更 呼外 呼内 現存
     (医       1) 平28. 1. 1他は、心臓血管
     外科・循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3961390,162,7 医療法人いなざわ東耳〒492-8062 0587-21-1155医療法人いなざわ東耳加藤　洋治 平28. 3. 1耳い 診療所
     　稲沢162 鼻咽喉科 稲沢市下津住吉町６９－１ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　加 組織変更 現存
     (医       1)藤　洋治 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3962390,163,5 宮崎外科 〒492-8218 0587-21-0856医療法人秀晋会　理事宮崎　晋 平28. 7. 1一般         4診療所
     　稲沢163 稲沢市西町３－２２４ 常　勤:    1長　宮崎　晋 組織変更 療養        15現存
     (医       1) 平28. 7. 1外   他   皮  
     他は、循環器内
     科・消化器内科
     ・泌尿器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3963390,164,3 神谷医院 〒492-8143 0587-32-0030神谷　達雄 神谷　達雄 平30. 5. 1内   小   他  診療所
     　稲沢164 稲沢市駅前２－２９－４ 常　勤:    1 移動 アレ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1他は、呼吸器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3964390,166,8 いなざわこころのクリ〒492-8261 0587-33-7800村上　盛彦 村上　盛彦 平30. 4. 1精   心内 診療所
     　稲沢166 ニック 稲沢市重本４－９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3965390,167,6 きむら内科　内分泌・〒492-8215 0587-23-2520木村　了介 木村　了介 平30. 5. 1内   他   診療所
     　稲沢167 糖尿病クリニック 稲沢市大塚北９－７９－１ 常　勤:    1 新規 他：内分泌内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1、糖尿病内科、
     脂質代謝内科
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 3966400,010,6 医療法人長生会茶臼山〒441-1307 0536-22-2266医療法人長生会　理事國松　尚一 昭35. 9. 3療養        48病院
     　新城10 厚生病院 新城市富沢４５３－１ 常　勤:    1長　國松　尚一 他   内   リウ現存
     (医       1) 平29. 9. 3アレ 
     非常勤:   10 人工透析内、腎
     (医      10) 内、糖・内分泌
     内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3967400,023,9 横浜ゴム健康保険組合〒441-1343 0536-23-6545横浜ゴム健康保険組合大竹　千生 昭45. 7. 1内   診療所
     　新城23 新城診療所 新城市野田古屋敷１ 常　勤:    1　理事長　石光　真吾 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3968400,025,4 医療法人寿泉会今泉病〒441-1376 0536-22-1150医療法人寿泉会　理事今泉　強 昭47. 4. 1介護        60病院
     　新城25 院 新城市宮ノ前２４－３ 常　勤:    2長　今泉　強 内   外   整外現存
     (医       2) 平29. 4. 1小外 消   循  
     非常勤:   19 呼   こう アレ
     (医      19) リウ リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3969400,026,2 中村医院 〒441-1375 0536-22-2863中村　昭伸 中村　昭伸 昭49. 6. 1循   内   診療所
     　新城26 新城市的場４９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3970400,027,0 高木内科医院 〒441-1374 0536-22-2861高木　幸雄 高木　幸雄 昭49. 7. 1内   胃   循  診療所
     　新城27 新城市町並２０ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3971400,033,8 ちさと医院 〒441-1341 0536-23-4321今泉　明 今泉　明 昭61. 1. 1内   胃   循  診療所
     　新城33 新城市杉山端城５５ 常　勤:    1 小   リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3972400,035,3 むらまつ内科 〒441-1365 0536-22-0026医療法人みやま会　理村松　学 平 3. 1. 1内   小   アレ診療所
     　新城35 新城市石名号４－５ 常　勤:    1事長　村松　弥 他   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3973400,037,9 くまがい医院 〒441-1302 0536-23-6800熊谷　勝 熊谷　勝 平 4. 8. 1小   内   循  診療所
     　新城37 新城市富永郷中６３－２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3974400,040,3 皮フ科新栄クリニック〒441-1361 0536-24-6022荻野　泰子 荻野　泰子 平11. 5. 1皮   診療所
     　新城40 新城市平井新栄５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 3975400,043,7 緑が丘診療所 〒441-1316 0536-24-4026藤堂　三男 藤堂　三男 平14. 2. 1内   小   診療所
     　新城43 新城市緑が丘３－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3976400,044,5 あいきょうクリニック〒441-1348 0536-24-1777相京　奈美 相京　奈美 平14. 5. 1外   内   胃  診療所
     　新城44 新城市市場台１－７－５ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3977400,046,0 春日眼科 〒441-1341 0536-24-3222春日　勇三 春日　勇三 平14. 8. 1眼   診療所
     　新城46 新城市杉山大東４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3978400,047,8 おさだファミリークリ〒441-1374 0536-23-7772長田　さち子 長田　さち子 平15.11. 1内   小   アレ診療所
     　新城47 ニック 新城市町並２１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3979400,048,6 冨田新城クリニック 〒441-1361 0536-24-6500医療法人木南舎　理事髙木　巖 平16.11. 1整外 外   リウ診療所
     　新城48 新城市平井新栄９６－１ 常　勤:    1長　冨田　裕 組織変更 リハ 内   神内現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3980400,053,6 医療法人愛鳳会　荻野〒441-1634 0536-32-0020医療法人愛鳳会　理事荻野　博司 昭64. 1. 1一般         3診療所
     　新城53 医院 新城市長篠下り筬６０－４ 常　勤:    1長　荻野　博司 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平28. 1. 1外   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3981400,054,4 医療法人ほうらいクリ〒441-1615 0536-32-1026医療法人ほうらいクリ足立　定司 平元. 7. 1内   小   外  診療所
     　新城54 ニック 新城市大野上野１３－１ 常　勤:    2ニック　理事長　足立 消   循   アレ現存
     (医       2)　定司 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3982400,055,1 織田医院 〒441-1621 0536-34-0021医療法人義穂会　理事田中　奈穂子 平元. 7. 1内   小   診療所
     　新城55 新城市下吉田紺屋平６６ 常　勤:    1長　織田　邦義 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3983400,056,9 医療法人静巌堂医院 〒441-1946 0536-35-0022医療法人静巌堂医院　原田　直太郎 平18. 1. 1一般         4診療所
     　新城56 新城市副川大貝津１３ 常　勤:    1理事長　原田　直太郎 移動 内   小   外  療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1リハ アレ 現存
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3984400,057,7 医療法人星野病院 〒441-1615 0536-32-1515医療法人星野病院　理星野　順一郎 平12. 1. 1療養        52病院
     　新城57 新城市大野上野７０－３ 常　勤:    1事長　星野　順一郎 組織変更 内   循   小  現存
     (医       1) 平30. 1. 1外   リハ リウ
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3985400,058,5 ながしのクリニック 〒441-1634 0536-32-3223医療法人みやま会　理村松　弥 平12.12. 1内   小   消  診療所
     　新城58 新城市長篠権現堂８－５ 常　勤:    1事長　村松　弥 新規 循   アレ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3986400,060,1 新城市民病院 〒441-1387 0536-22-2171新城市長　穂積　亮次綿引　洋一 平17.10. 1一般       199病院
     (401,060,6) 新城市北畑３２－１ 常　勤:   28 組織変更 内   精   神内療養病床
     　新城60 (医      23) 平29.10. 1呼内 他   小  現存
     (歯       1) 外   整外 脳外
     (薬       4) 呼外 皮   ひ  
     非常勤:   47 産婦 眼   耳い
     (医      47) リハ 放   歯外
     麻   
     循内、腎内、血
     管外、消外、大
     腸・こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3987400,061,9 新城市作手診療所 〒441-1423 0536-37-2133新城市長　穂積　亮次前田　英登 平17.10. 1一般         8診療所
     　新城61 新城市作手高里縄手上１０－１ 常　勤:    1 組織変更 内   外   小  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3988400,062,7 新城休日診療所 〒441-1301 0536-23-3665新城市長　穂積　亮次中村　昭伸 平17.10. 1内   小   歯  診療所
     (401,062,2) 新城市矢部上ノ川１－８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     　新城62 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:   38
     (医      17)
     (歯      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3989400,063,5 しんしろフィットクリ〒441-1306 0536-23-8531医療法人義穂会　理事織田　邦義 平18. 1. 1内   小   リハ診療所
     　新城63 ニック 新城市川路小川路１３３ 常　勤:    1長　織田　邦義 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3990400,064,3 中根医院 〒441-1371 0536-24-1661中根　幸雄 中根　幸雄 平18. 4. 1内   呼   アレ診療所
     　新城64 新城市城北２－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3991400,065,0 米田内科 〒441-1361 0536-24-0700米田　正弘 米田　正弘 平18. 5. 1内   診療所
     　新城65 新城市平井新栄１２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 3992400,066,8 のだクリニック 〒441-1343 0536-22-1151医療法人みやま会　理村松　東 平20. 1. 1内   小   他  診療所
     　新城66 新城市野田西郷６２－１８ 常　勤:    1事長　村松　弥 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3993400,067,6 新城市夜間診療所 〒441-1387 0536-24-1161新城市長　穂積　亮次中根　幸雄 平20.10. 1内   小   診療所
     　新城67 新城市北畑５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3994400,068,4 内山医院 〒441-1361 0536-24-1212医療法人三才堂　理事内山　晴旦 平28. 2. 1内   外   脳外診療所
     　新城68 新城市平井新栄２－１ 常　勤:    1長　内山　晴旦 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3995400,069,2 よしだ耳鼻咽喉科 〒441-1302 0536-24-0200吉田　憲司 吉田　憲司 平28. 4. 1耳い 他   アレ診療所
     　新城69 新城市富永新栄１－１ 常　勤:    1 新規 他は、小児耳鼻現存
     (医       1) 平28. 4. 1咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3996400,070,0 宮本医院 〒441-1943 0536-35-0811医療法人一哉会　理事宮本　俊雄 平28. 4. 1内   外   他  診療所
     　新城70 新城市海老野辺２３ 常　勤:    2長　宮本　俊雄 その他 他：消内、こう現存
     (医       2) 平28. 4. 1外
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3997400,071,8 さくら眼科 〒441-1355 0536-22-4100医療法人さくら眼科　三治　欽哉 平29. 2. 1一般 診療所
     　新城71 新城市上平井９５９－１ 常　勤:    2理事長　三治　欽哉 組織変更     一般     4現存
     (医       2) 平29. 2. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3998400,072,6 とも整形外科リハビリ〒441-1341 0536-24-0080細川　智弘 細川　智弘 平29. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　新城72 クリニック 新城市杉山篠刈４７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3999400,073,4 西新町整形外科 〒441-1367 0536-22-0372神本　篤 神本　篤 平30. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     　新城73 新城市札木３２－１０ 常　勤:    1 交代 内   外   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4000400,074,2 泌尿器科　おぐろクリ〒441-1302 0536-24-0969小黒　俊樹 小黒　俊樹 平30. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     　新城74 ニック 新城市富永新栄８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4001410,035,1 大同特殊鋼知多診療所〒477-0035 0562-33-8592大同特殊鋼株式会社　岩田　誠司 昭48. 9. 1内   外   診療所
     　東海35 東海市元浜町３９ 常　勤:    1代表取締役社長執行役 現存
     (医       1)員　石黒　武 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4002410,044,3 ニイミ医院 〒477-0032 0562-34-2236新美　守彦 新美　守彦 昭47.11. 1内   小   診療所
     　東海44 東海市加木屋町泡池１１－２７０常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4003410,050,0 児玉医院 〒477-0032 0562-34-3800児玉　幸昌 児玉　幸昌 昭52.12. 1消   循   外  診療所
     　東海50 東海市加木屋町大清水５２０ 常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4004410,052,6 中村医院眼科内科 〒477-0034 0562-32-2437水野　孝子 水野　孝子 平 7. 4. 1眼   他   内  診療所
     　東海52 東海市養父町２－３７ 常　勤:    1 移動 心内 精   現存
     (医       1) 平28. 4. 1小眼
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4005410,057,5 南医療生活協同組合　〒476-0012 052-601-8521南医療生活協同組合　梅木　努 昭58.12. 1内   小   外  診療所
     　東海57 富木島診療所 東海市富木島町伏見２－２５－２常　勤:    2代表理事　成瀬　幸雄 放   現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4006410,063,3 吉田医院 〒477-0037 0562-33-0566吉田　衛 吉田　衛 平 3. 9. 1内   他   診療所
     　東海63 東海市高横須賀町西屋敷２－１ 常　勤:    1 脳内、消内、こ現存
     (医       1) 平24. 9. 1う外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4007410,064,1 小児科ハヤカワ医院 〒477-0037 0562-32-0131早川　正人 早川　正人 昭63. 1. 1小   診療所
     　東海64 東海市高横須賀町北屋敷２９－３常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4008410,066,6 東海クリニック 〒477-0031 0562-33-1331社会医療法人名古屋記佐藤　晴男 平 9. 7. 7内   他   診療所
     　東海66 東海市大田町汐田１０ 常　勤:    3念財団　理事長　太田 移動 現存
     (医       3)　圭洋 平24. 7. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4009410,067,4 あおやま眼科 〒476-0013 052-603-5339青山　昭夫 青山　昭夫 平 7. 7.11眼   診療所
     　東海67 東海市中央町５－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4010410,070,8 医療法人久野整形外科〒477-0037 0562-33-3711医療法人久野整形外科久野　直人 平 2. 9. 1整外 外   リウ診療所
     　東海70 東海市高横須賀町家下５０ 常　勤:    2　理事長　久野　直人 リハ 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4011410,074,0 もたい耳鼻咽喉科 〒476-0012 052-603-0303医療法人もたい耳鼻咽甕　久人 平 8. 1. 1耳い 小   診療所
     　東海74 東海市富木島町伏見２－１４－１常　勤:    1喉科　理事長　甕　久 組織変更 現存
     １ (医       1)人 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4012410,076,5 こじま内科 〒476-0002 052-603-2633小島　邦義 小島　邦義 平 8. 2. 1内   小   診療所
     　東海76 東海市名和町蓮池１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4013410,078,1 久野医院 〒477-0031 0562-33-3355久野　一典 久野　一典 平 8.11.24内   小   麻  診療所
     　東海78 東海市大田町下浜田９６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4014410,080,7 ＫａＫｏ　ＭＥＤＩＣ〒476-0011 052-602-1776加古　惠子 加古　惠子 平10. 5. 1内   呼   アレ診療所
     　東海80 ＡＬ　ｌｉｆｅ　ＣＬ東海市富木島町前田面４４－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     ＩＮＩＣ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4015410,081,5 こいで内科医院 〒477-0032 0562-31-1650小出　常雄 小出　常雄 平10. 9. 1内   消   小  診療所
     　東海81 東海市加木屋町倉池１６７－２ 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4016410,082,3 かとう内科こどもクリ〒477-0032 0562-36-2805加藤　浩一 加藤　浩一 平11. 2. 1内   小   アレ診療所
     　東海82 ニック 東海市加木屋町辻ケ花１７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4017410,083,1 小野皮フ科 〒476-0003 052-689-1003小野　博紀 小野　博紀 平11. 7. 1皮   診療所
     　東海83 東海市荒尾町明倫２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4018410,084,9 なかむら耳鼻科クリニ〒476-0003 052-689-3387中村　彰良 中村　彰良 平11. 9. 1耳   アレ 麻  診療所
     　東海84 ック 東海市荒尾町後山２８ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4019410,086,4 東名胃腸科内科 〒476-0002 052-689-0777早川　真也 早川　真也 平13. 3. 1内   他   診療所
     　東海86 東海市名和町細田８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4020410,089,8 まちい内科クリニック〒476-0011 052-603-5212町井　剛 町井　剛 平14. 4. 1内   循   小  診療所
     　東海89 東海市富木島町山中１４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4021410,092,2 はま皮ふ科クリニック〒477-0032 0562-35-3336浜　輝石 浜　輝石 平15. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     　東海92 東海市加木屋町２－２２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4022410,094,8 村田メディカルクリニ〒476-0002 052-604-3333村田　洋二 村田　洋二 平15. 4. 1内   小   心内診療所
     　東海94 ック 東海市名和町八幡前１２－５ 常　勤:    2 交代 循   呼   アレ現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4023410,095,5 クリスタルファミリー〒477-0032 0562-31-1881桒原　三華 桒原　三華 平15. 6. 1内   消   アレ診療所
     　東海95 クリニック 東海市加木屋町真崎７９－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4024410,096,3 いそがいクリニック 〒476-0002 052-689-3311磯谷　俊雅 磯谷　俊雅 平15.10. 1内   呼   小  診療所
     　東海96 東海市名和町八幡前６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4025410,097,1 本郷眼科クリニック 〒477-0032 0562-39-1700医療法人本郷眼科クリ稲垣　晶子 平16. 1. 1眼   診療所
     　東海97 東海市加木屋町郷中１７－２ 常　勤:    1ニック　理事長　稲垣 組織変更 現存
     (医       1)　晶子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4026410,098,9 もしもしこどもクリニ〒476-0003 052-602-0300原田　勝代 原田　勝代 平16. 4. 1小   アレ 診療所
     　東海98 ック 東海市荒尾町向屋敷９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4027410,099,7 じんのクリニック 〒476-0003 052-603-3550神野　治 神野　治 平16. 5. 1内   消   外  診療所
     　東海99 東海市荒尾町寿鎌９８ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 小  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 4028410,100,3 池田医院 〒477-0032 0562-32-0323池田　弥須司 池田　弥須司 平16. 5. 1内   小   呼  診療所
     　東海100 東海市加木屋町木之下２ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4029410,101,1 石橋クリニック 〒477-0031 0562-36-1101石橋　明倫 石橋　明倫 平16. 9. 1内   小   呼  診療所
     　東海101 東海市大田町替地４－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4030410,102,9 あさくらクリニック 〒477-0032 0562-31-3101朝倉　直子 朝倉　直子 平16. 9. 1内   消   神内診療所
     　東海102 東海市加木屋町大堀１８－１ 常　勤:    2 新規 循   リハ 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4031410,103,7 かぎやこどもクリニッ〒477-0032 0562-31-3232奥野　達郎 奥野　達郎 平16.11. 1小   アレ 診療所
     　東海103 ク 東海市加木屋町１－９５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4032410,104,5 早川医院 〒476-0003 052-603-9800早川　俊彦 早川　俊彦 平17. 4.11内   消   診療所
     　東海104 東海市荒尾町外山７２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4.11
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4033410,105,2 耳鼻咽喉科宮澤クリニ〒476-0003 052-604-0313宮澤　享司 宮澤　享司 平17. 9. 1耳い 診療所
     　東海105 ック 東海市荒尾町山王１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4034410,106,0 田村眼科 〒476-0003 052-602-1707田村　富男 田村　富男 平18. 1. 1眼   診療所
     　東海106 東海市荒尾町寿鎌７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4035410,107,8 久保田医院 〒476-0015 052-603-4515長谷川　真美 長谷川　真美 平18. 2. 8内   小   診療所
     　東海107 東海市東海町３－７－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 8
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4036410,108,6 ＪＵＮメンタルクリニ〒477-0031 0562-32-1155竹谷　淳 竹谷　淳 平18. 5. 1神   精   心内診療所
     　東海108 ック 東海市大田町細田１２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4037410,109,4 まつしまクリニック 〒477-0036 0562-32-0762医療法人まつしまクリ松島　英夫 平18. 4. 1内   小   循  診療所
     　東海109 東海市横須賀町四ノ割１１ 常　勤:    1ニック　理事長　松島 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　英夫 平30. 4. 1
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 4038410,112,8 医療法人池田耳鼻咽喉〒477-0031 0562-33-4852医療法人池田耳鼻咽喉池田　貞秀 平19. 4. 1耳い 小   アレ診療所
     　東海112 科 東海市大田町後田２０３－５ 常　勤:    2科　理事長　池田　貞 組織変更 現存
     (医       2)秀 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4039410,113,6 富貴ノ台ファミリーク〒476-0014 052-603-1368岩木　理 岩木　理 平19. 9. 1内   小   診療所
     　東海113 リニック 東海市富貴ノ台３－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4040410,115,1 富貴ノ台整形外科 〒476-0014 052-601-5501川崎　慎二 川崎　慎二 平20. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　東海115 東海市富貴ノ台３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4041410,116,9 森川医院 〒476-0002 052-603-0646森川　喜充 森川　喜充 平20.12.17一般         8診療所
     　東海116 東海市名和町背戸田５６ 常　勤:    3 交代 産   婦   小  現存
     (医       2) 平26.12.17内   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4042410,117,7 はっとり整形外科 〒476-0002 052-603-2511服部　義郎 服部　義郎 平21. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     　東海117 東海市名和町トドメキ４８ 常　勤:    1 交代 外   皮   現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4043410,118,5 名和眼科クリニック 〒476-0002 052-689-0888立岩　尚 立岩　尚 平21. 5. 1眼   診療所
     　東海118 東海市名和町八幡前６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4044410,120,1 みわホームクリニック〒477-0031 0562-32-0030神野　美和 神野　美和 平21. 9. 1内   小   他  診療所
     　東海120 東海市大田町蟹田１２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4045410,121,9 医療法人メディカルユ〒476-0003 052-689-2015医療法人メディカルユ松本　圭祐 平21.11. 1眼   診療所
     　東海121 ー　荒尾アイクリニッ東海市荒尾町山王前６０アピタ東常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     ク 海荒尾店２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4046410,122,7 内科外科　日比野クリ〒477-0032 0562-36-0050日比野　茂 日比野　茂 平21.11. 1内   他   外  診療所
     　東海122 ニック 東海市加木屋町樋４９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4047410,123,5 大橋内科 〒476-0002 052-829-1211大橋　直子 大橋　直子 平22. 2. 1内   小   診療所
     　東海123 東海市名和町二反表５０－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4048410,125,0 中央クリニック 〒476-0015 052-603-7082社会医療法人宏潤会　小島　博嗣 平22. 4. 1内   歯   診療所
     (411,125,5) 東海市東海町５－３ 常　勤:    2理事長　宇野　雄祐 交代 現存
     　東海125 (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   25
     (医      20)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4049410,127,6 中央クリニック 〒476-0013 052-603-8104多胡　政孝 多胡　政孝 平24. 4. 1眼   診療所
     　東海127 東海市中央町４－５４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4050410,128,4 稲坂医院 〒477-0034 0562-32-0893医療法人梶の葉会　理稲坂　博 平25. 5. 1皮   ひ   診療所
     　東海128 東海市養父町北反田１９－２ 常　勤:    1事長　稲坂　博 移動 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4051410,130,0 ふくおか耳鼻咽喉科 〒477-0032 0562-38-2800医療法人ふくおか耳鼻福岡　敏 平25.11. 1耳い アレ 診療所
     　東海130 東海市加木屋町２－２２４－２ 常　勤:    1咽喉科　理事長　福岡 組織変更 現存
     (医       1)　敏 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4052410,132,6 道野眼科 〒477-0031 0562-33-0331道野　高志 道野　高志 平26. 6. 1眼   診療所
     　東海132 東海市大田町前田３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4053410,133,4 ローズクリニック 〒476-0002 052-601-5554坂本　賢也 坂本　賢也 平27. 3. 1内   外   眼  診療所
     　東海133 東海市名和町寝覚２９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4054410,134,2 おおすが整形外科 〒477-0032 0562-34-3400医療法人社団大須賀医大須賀　友晃 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　東海134 東海市加木屋町竹ケ谷１１７ 常　勤:    1院　理事長　大須賀　 交代 現存
     (医       1)友晃 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4055410,135,9 公立西知多総合病院 〒477-8522 0562-33-5500西知多医療厚生組合　浅野　昌彦 平27. 5. 1一般       458病院
     (411,135,4) 東海市中ノ池３－１－１ 常　勤:   72管理者　鈴木　淳雄 移動 結核        10現存
     　東海135 (医      69) 平27. 5. 1内   呼内 他  
     (歯       3) 神内 リウ 外  
     非常勤:   84 呼外 脳外 整外
     (医      83) 形外 精   小  
     (歯       1) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   病理 歯外
     麻   
     消内、循内、腎
     内、血内、分泌
     ・代内、消外、
     血外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4056410,137,5 太田川駅前皮フ科 〒477-0031 0562-38-7680佐治　純一郎 佐治　純一郎 平27.11. 1皮   診療所
     　東海137 東海市大田町下浜田１３７ユウナ常　勤:    1 新規 現存
     ル東海２０４区画 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4057410,138,3 のばたクリニック 〒477-0034 0562-32-1996医療法人　友和会　理野畑　和夫 平28. 4. 1内   小   他  診療所
     　東海138 東海市養父町３－４ 常　勤:    1事長　野畑　和夫 組織変更 他は、消化器内現存
     (医       1) 平28. 4. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4058410,139,1 加木屋脳神経内科クリ〒477-0032 0562-31-7200朝倉　邦彦 朝倉　邦彦 平28. 9. 1内   神内 診療所
     　東海139 ニック 東海市加木屋町大堀２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4059410,140,9 小嶋病院 〒477-0031 0562-32-2145医療法人　贈恩会　理小嶋　真一郎 平28.11. 1一般       240病院
     　東海140 東海市大田町後田９７ 常　勤:    3事長　小嶋　真一郎 交代 外   内   脳外現存
     (医       3) 平28.11. 1整外 他   小  
     非常勤:   35 アレ リハ 放  
     (医      35) 形外 眼   ひ  
     美外 
     他は消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4060410,141,7 加南クリニック 〒477-0032 0562-31-3500野尻　佳克 野尻　佳克 平29. 9. 1内   ひ   診療所
     　東海141 東海市加木屋町南鹿持４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4061410,142,5 加木屋眼科 〒477-0032 0562-31-3322医療法人清輝会　理事水野　大介 平29.10. 1眼   診療所
     　東海142 東海市加木屋町２－２２５－３ 常　勤:    1長　冨田　一之 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4062410,143,3 如来山内科・外科クリ〒476-0014 052-689-0900医療法人嚶鳴会　理事平松　義文 平30. 1. 1内   外   皮  診療所
     　東海143 ニック 東海市富貴ノ台２－１６５ 常　勤:    1長　平松　義文 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4063420,008,6 医療法人共和会共和病〒474-0071 0562-46-2222医療法人共和会共和病山本　直彦 昭34.11. 1療養        48病院
     (421,008,1) 院 大府市梶田町２－１２３ 常　勤:   14院　理事長　山本　直 精神       207現存
     　大府8 (医      14)彦 平28.11. 1内   他   呼内
     非常勤:   21 心内 神内 放  
     (医      16) 精   リハ 歯  
     (歯       5) 消内、循内、こ
     う外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4064420,023,5 今井眼科医院 〒474-0025 0562-47-7364今井　三矢成 今井　三矢成 昭59.12.12眼   診療所
     　大府23 大府市中央町３－６７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4065420,028,4 鷹羽外科医院 〒474-0056 0562-47-4111鷹羽　裕之 鷹羽　裕之 昭57.12. 1内   胃   外  診療所
     　大府28 大府市明成町１－３２７ 常　勤:    1 整外 皮   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4066420,031,8 平野内科 〒474-0036 0562-46-0030平野　真 平野　真 昭60.10. 1内   胃   循  診療所
     　大府31 大府市月見町３－１２９ 常　勤:    1 小   皮   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4067420,033,4 宮田整形外科 〒474-0035 0562-46-7788宮田　博夫 宮田　博夫 昭62. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     　大府33 大府市江端町３－７６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4068420,039,1 山田整形外科 〒474-0025 0562-47-7011山田　俊明 山田　俊明 平 4. 5. 1整外 リハ 診療所
     　大府39 大府市中央町１－１０５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4069420,041,7 医療法人きょうわ眼科〒474-0056 0562-44-2450医療法人きょうわ眼科田中　利昌 平20. 7. 1一般         5診療所
     　大府41 クリニック 大府市明成町２－２８２－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 眼   現存
     (医       1)田中　利昌 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4070420,044,1 河野小児科 〒474-0038 0562-48-7787河野　修二 河野　修二 平 7. 5. 1小   アレ 診療所
     　大府44 大府市森岡町２－３９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4071420,045,8 医療法人敬寿会　診療〒474-0046 0562-46-7770医療法人敬寿会　理事草野　邦春 平 7.10. 1内   消   診療所
     　大府45 所大府 大府市吉川町１ー５５ 常　勤:    2長　草野　邦春 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4072420,046,6 児玉クリニック 〒474-0022 0562-48-8567兒玉　真澄 兒玉　真澄 平 8. 1. 1内   循   小  診療所
     　大府46 大府市若草町２－１０２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4073420,050,8 みやはら医院 〒474-0038 0562-44-6711宮原　隆志 宮原　隆志 平 9. 3. 1循   内   診療所
     　大府50 大府市森岡町１－１８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4074420,051,6 まえはらこどもクリニ〒474-0055 0562-44-8688前原　光夫 前原　光夫 平 9. 7. 1小   内   診療所
     　大府51 ック 大府市一屋町５－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4075420,052,4 みつばクリニック 〒474-0074 0562-44-0008医療法人共和会　理事野村　博彦 平11. 3. 1内   循   消  診療所
     　大府52 大府市共栄町６－４７５ 常　勤:    1長　山本　直彦 新規 呼   小   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4076420,054,0 医療法人田中整形外科〒474-0052 0562-47-1181医療法人田中整形外科田中　千尋 平11.10. 1整外 リハ 皮  診療所
     　大府54 クリニック 大府市長草町山口５７－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   現存
     (医       1)田中　千尋 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4077420,056,5 医療法人研信会大府ク〒474-0055 0562-47-0008医療法人研信会　理事櫻内　靖浩 平12.10. 1内   診療所
     　大府56 リニック 大府市一屋町４－１１ 常　勤:    1長　小島　かな子 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4078420,057,3 柊みみはなのどクリニ〒474-0053 0562-46-3341医療法人る・ぷてぃ・内藤　孝司 平13. 2. 1耳い 気食 アレ診療所
     (421,057,8) ック 大府市柊山町３－３１５ 常　勤:    3らぱん　理事長　内藤 組織変更 小   歯   小歯現存
     　大府57 (医       1)　孝司 平25. 2. 1歯外 矯歯 他  
     (歯       1)
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       6)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4079420,058,1 大府ファミリークリニ〒474-0053 0562-48-6661寺田　順二 寺田　順二 平13. 4. 1内   外   消  診療所
     　大府58 ック 大府市柊山町１－３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4080420,059,9 早川クリニック 〒474-0073 0562-47-0993早川　聡実 早川　聡実 平13. 5.10内   小   他  診療所
     　大府59 大府市東新町２－１４０　２階 常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平25. 5.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4081420,060,7 あいち小児保健医療総〒474-0038 0562-43-0500愛知県病院事業庁長　服部　義 平13.11. 1一般       200病院
     (421,060,2) 合センター 大府市森岡町７－４２６ 常　勤:   76木下　平 新規 小   呼内 他  現存
     　大府60 (医      74) 平25.11. 1神内 心内 小外
     (歯       2) 心外 脳外 整外
     非常勤:   48 形外 精   アレ
     (医      48) リウ 皮   ひ  
     眼   耳い リハ
     放   臨床 麻  
     小歯 矯歯 歯外
     循内、腎内、内
     分泌内、周産期
     内、新生児内、
     感内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4082420,061,5 みどりの森クリニック〒474-0035 0562-46-1580水野　愛子 水野　愛子 平13.12. 1小   内   アレ診療所
     　大府61 大府市江端町５－１７４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4083420,063,1 村瀬医院 〒474-0025 0562-46-2012村瀬　敏之 村瀬　敏之 平30. 1. 1内   小   他  診療所
     　大府63 大府市中央町５－５１ 常　勤:    2 移動 他：消内、循内現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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 4084420,066,4 ゆき皮フ科クリニック〒474-0055 0562-44-9100医療法人ゆき皮フ科ク久野　有紀 平15. 4. 1皮   アレ 診療所
     　大府66 大府市一屋町４－８４ 常　勤:    2リニック　理事長　久 組織変更 現存
     (医       1)野　有紀 平27. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4085420,067,2 おおぶ眼科クリニック〒474-0036 0562-43-0022医療法人アイズ　理事市川　琴子 平15. 8. 1眼   診療所
     　大府67 大府市月見町５－２１５ 常　勤:    1長　湯口　幹典 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4086420,069,8 柊ヒルズ内科クリニッ〒474-0053 0562-44-8188竹中　徳哉 竹中　徳哉 平17. 1. 1内   循   小  診療所
     　大府69 ク 大府市柊山町７－５０ 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4087420,070,6 医療法人　広川レディ〒474-0055 0562-44-1188医療法人広川レディス廣川　清二 平17. 1. 1一般        18診療所
     　大府70 スクリニック 大府市一屋町４－８８ 常　勤:    5クリニック　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     (医       5)廣川　清二 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4088420,072,2 中村耳鼻咽喉科 〒474-0037 0562-48-8739医療法人中村耳鼻咽喉中村　晴彦 平20. 7. 1耳い アレ 診療所
     　大府72 大府市半月町２－１－１ 常　勤:    1科　理事長　中村　晴 移動 現存
     (医       1)彦 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4089420,073,0 つかむら医院 〒474-0073 0562-48-0088束村　恭輔 束村　恭輔 平18. 1. 1外   内   消  診療所
     　大府73 大府市東新町２－２５８ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4090420,074,8 木村皮フ科 〒474-0021 0562-47-2730木村　未夏 木村　未夏 平18. 4. 1皮   診療所
     　大府74 大府市長根町４－１２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4091420,076,3 産院いしがせの森 〒474-0038 0562-44-4131医療法人慧成会　理事佐藤　匡昭 平20. 4. 1一般        18診療所
     　大府76 大府市森岡町１－１９３ 常　勤:    1長　佐藤　匡昭 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4092420,077,1 めいせい志賀クリニッ〒474-0056 0562-45-5959志賀　幸夫 志賀　幸夫 平20.11. 1内   循   小  診療所
     　大府77 ク 大府市明成町２－２８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
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 4093420,078,9 大府こころのクリニッ〒474-0053 0562-46-2002櫻井　政仁 櫻井　政仁 平21.12. 1心内 精   診療所
     　大府78 ク 大府市柊山町１－１７５リソラ大常　勤:    1 新規 現存
     府クリニックモール２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4094420,079,7 もりした整形外科 〒474-0056 0562-46-0088森下　俊哉 森下　俊哉 平21.12. 1整外 リハ リウ診療所
     　大府79 大府市明成町３－５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4095420,080,5 石川医院 〒474-0025 0562-47-0667石川　博彦 石川　博彦 平22. 1. 1皮   形外 診療所
     　大府80 大府市中央町６－６５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4096420,081,3 加藤内科・胃腸科 〒474-0025 0562-46-8900医療法人加藤会　理事加 　剛 平22. 4. 1内   他   小  診療所
     　大府81 大府市中央町６－９１ 常　勤:    2長　加藤　肇 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4097420,082,1 ひらしま整形外科リウ〒474-0011 0562-43-0055平島　幸生 平島　幸生 平22. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     　大府82 マチ科クリニック 大府市横根町古井戸１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4098420,083,9 清水内科クリニック 〒474-0053 0562-46-7400清水　学 清水　学 平22. 6. 1内   他   診療所
     　大府83 大府市柊山町１－１７５－１リソ常　勤:    1 新規 現存
     ラ大府クリニックモール１階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4099420,085,4 いまむらクリニック 〒474-0061 0562-45-5565今村　繁夫 今村　繁夫 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     　大府85 大府市共和町７－６８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4100420,086,2 なだか山クリニック 〒474-0011 0562-46-7566医療法人なだか山クリ赤堀　將史 平24.10. 1ひ   内   診療所
     　大府86 大府市横根町名高山５－２６ 常　勤:    1ニック　理事長　赤堀 組織変更 現存
     (医       1)　將史 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4101420,087,0 はやかわ耳鼻咽喉科ク〒474-0073 0562-47-1187早川　和喜 早川　和喜 平25. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     　大府87 リニック 大府市東新町２－１４０１階 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4102420,088,8 丘の上たなか耳鼻咽喉〒474-0011 0562-45-4411田中　弘一 田中　弘一 平25.11. 1耳い 他   アレ診療所
     　大府88 科 大府市横根町狐山１２８－３ 常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4103420,089,6 大府セントラルクリニ〒474-0011 0562-46-0744池井　和紀 池井　和紀 平26. 9. 1内   診療所
     　大府89 ック 大府市横根町箕手１４９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4104420,091,2 いきいき在宅クリニッ〒474-0038 0562-85-9879中島　一光 中島　一光 平28. 2. 1呼内 他   診療所
     　大府91 ク 大府市森岡町６－７７－１ 常　勤:    1 移動 他は、疼痛緩和現存
     (医       1) 平28. 2. 1内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4105420,092,0 医療法人社団明照会大〒474-0041 0562-85-1510医療法人社団明照会　渡邉　芳夫 平27. 5. 1一般        19診療所
     　大府92 府あおぞら有床クリニ大府市吉田町半ノ木４５－１ 常　勤:    3理事長　小倉　行雄 新規 小   小外 内  現存
     ック (医       2) 平27. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4106420,093,8 いみずクリニック 〒474-0021 0562-47-0132井水　秀栄 井水　秀栄 平27. 8. 1脳外 呼内 内  診療所
     　大府93 大府市長根町１－８３－３ 常　勤:    2 新規 放   リハ 外  現存
     (医       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4107420,094,6 前原整形外科リハビリ〒474-0002 0562-44-5505医療法人利靖会　理事前原　秀紀 平27. 9. 1一般 診療所
     　大府94 テーションクリニック大府市北崎町５－５５ 常　勤:    2長　前原　一之 新規     一般    19現存
     (医       2) 平27. 9. 1整外 他   脳外
     非常勤:    9 皮   外   美外
     (医       9) リハ 婦   
     循内、消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4108420,095,3 久野内科医院 〒474-0001 0562-48-4061久野　洋 久野　洋 平27.10. 1内   小   他  診療所
     　大府95 大府市北崎町内田面２６ 常　勤:    2 交代 消化器内科 現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4109420,096,1 順和クリニック 〒474-0073 0562-46-5677池山　淳 池山　淳 平28. 1. 1一般        19診療所
     　大府96 大府市東新町３－１－２ 常　勤:    3 その他 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 1. 1脳外 皮   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4110420,097,9 共和駅めんたるクリニ〒474-0061 0562-45-5133医療法人共和会　理事安藤　勝久 平28. 5. 1精   心内 診療所
     　大府97 ック 大府市共和町２－２２－１１丸八常　勤:    1長　山本　直彦 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4111420,099,5 伊東整形外科 〒474-0073 0562-46-2000姜　敦史（山本敦史）姜　敦史（山本敦史）平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　大府99 大府市東新町４－６６－３ 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4112420,100,1 医療法人敬寿会　やす〒474-0044 0562-44-6521医療法人敬寿会　理事安井　直 平29. 5. 1内   小   他  診療所
     　大府100 い内科 大府市桜木町２－１９２ 常　勤:    2長　草野　邦春 交代 リハ 現存
     (医       2) 平29. 5. 1他は循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4113420,101,9 尾関眼科クリニック 〒474-0011 0562-44-0007医療法人大善会　理事尾関　善宣 平29. 5. 1一般 診療所
     　大府101 大府市横根町名高山４６－１ 常　勤:    1長　尾関　善宣 組織変更     一般     3現存
     (医       1) 平29. 5. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4114420,102,7 楓の丘こどもと女性の〒474-0037 0562-85-1552新井　康祥 新井　康祥 平30. 4. 1他   心内 精  診療所
     　大府102 クリニック 大府市半月町３－２４８－１ 常　勤:    1 新規 他：児精 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4115430,013,4 知多診療所 〒478-0001 0562-32-7863神谷　桂 神谷　桂 昭51. 1. 1内   眼   小  診療所
     　知多市13 知多市八幡荒古前７１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4116430,019,1 医療法人平病院 〒478-0036 0569-42-5218医療法人平病院　理事中山　由紀子 昭49. 5. 1療養        28病院
     　知多市19 知多市新舞子字落４０－１ 常　勤:    1長　平　健司 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 5. 1皮   胃   小  
     非常勤:    8 リハ 循   
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4117430,021,7 知多市保健センター 〒478-0017 0562-54-1300知多市長　宮島　壽男水野　信義 平29. 5. 1内   小   診療所
     　知多市21 知多市新知永井２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   34
     (医      34)
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 4118430,022,5 安藤医院 〒478-0021 0562-55-3010安藤　紘一 安藤　紘一 平29. 3. 1内   小   診療所
     　知多市22 知多市岡田向田５３－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4119430,026,6 朝倉団地診療所 〒478-0054 0562-56-0121澤木　彰彦 澤木　彰彦 昭55. 5. 1内   小   診療所
     　知多市26 知多市つつじが丘１－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4120430,030,8 新舞子眼科医院 〒478-0036 0569-43-5411竹内　廣 竹内　廣 昭59. 8. 1眼   診療所
     　知多市30 知多市新舞子大口２０６－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4121430,031,6 粕谷クリニック 〒478-0024 0569-43-6202野浪　一道 野浪　一道 平11. 6. 1内   胃   小  診療所
     　知多市31 知多市南粕谷３－７ 常　勤:    1 移動 外   リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4122430,034,0 医療法人清樹会知多サ〒478-0026 0569-43-3101医療法人清樹会　理事菅江　崇 平元. 4. 1一般        19診療所
     　知多市34 ザンクリニック 知多市南粕谷新海１－１１５ 常　勤:    1長　松尾　尚史 胃   外   内  現存
     (医       1) 平28. 4. 1循   リハ 皮  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4123430,035,7 竹内医院 〒478-0001 0562-34-1991竹内　正 竹内　正 平元.12. 1内   胃   外  診療所
     　知多市35 知多市八幡半田道２１ 常　勤:    1 こう リハ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4124430,036,5 医療法人医新会　内山〒478-0063 0562-33-0652医療法人医新会　理事内山　達司 平 2. 5. 1内   循   呼  診療所
     　知多市36 クリニック 知多市寺本新町１－１２２ 常　勤:    2長　内山　達司 小   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4125430,040,7 竹内クリニック 〒478-0066 0562-56-2680竹内　寧 竹内　寧 平 9. 5. 1内   外   小  診療所
     　知多市40 知多市新知西町９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4126430,042,3 知多眼科クリニック 〒478-0065 0562-55-3411医療法人双樹会　理事河合　卓哉 平10. 6. 1眼   診療所
     　知多市42 知多市新知東町１－７－９ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4127430,043,1 柳澤クリニック 〒478-0055 0562-56-3000医療法人修文会　理事柳澤　修一 平10.10. 1内   胃   循  診療所
     　知多市43 知多市にしの台１－２６０６ 常　勤:    1長　柳澤　修一 組織変更 小   呼   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4128430,045,6 医療法人卓清水ケ丘整〒478-0053 0562-33-8222医療法人卓　理事長　岡本　晃 平11. 4. 1内   整外 形外診療所
     　知多市45 形外科 知多市清水が丘２－９０５ 常　勤:    1岡本　晃 組織変更 リハ リウ 療養病床
     (医       1) 平29. 4. 1 現存
     非常勤:   44
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4129430,046,4 知多耳鼻咽喉科クリニ〒478-0055 0562-54-1777安井　伸一 安井　伸一 平11. 5. 1耳   アレ 小  診療所
     　知多市46 ック 知多市にしの台４－１３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4130430,047,2 友田クリニック 〒478-0036 0569-43-3000友田　豊 友田　豊 平11.11. 1一般        11診療所
     　知多市47 知多市新舞子明知山３０－１ 常　勤:    3 新規 産   婦   小  現存
     (医       2) 平29.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4131430,048,0 医療法人田口皮膚科医〒478-0064 0562-55-1100医療法人田口皮膚科医田口　雅勝 平12. 9. 1皮   形外 アレ診療所
     　知多市48 院 知多市新知台２－９－３２ 常　勤:    2院　理事長　田口　雅 組織変更 現存
     (医       1)勝 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4132430,049,8 原田レディースクリニ〒478-0063 0562-36-1103医療法人原田レディー原田　賢彦 平12.10. 1一般        16診療所
     　知多市49 ック 知多市寺本新町１－１７２ 常　勤:    2スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)　原田　賢彦 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4133430,050,6 森田医院 〒478-0017 0562-55-3811森田　悟 森田　悟 平12.11.19内   小   呼  診療所
     　知多市50 知多市新知字美濃川１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4134430,051,4 中井内科クリニック 〒478-0041 0569-42-0200医療法人中井内科クリ中井　晃 平13. 1. 1内   小   他  診療所
     　知多市51 知多市日長神山畔１２３－１ 常　勤:    1ニック　理事長　中井 組織変更 糖内、分泌内 現存
     (医       1)　晃 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4135430,052,2 東海知多クリニック 〒478-0041 0569-44-1111社会医療法人名古屋記中山　信 平15. 6. 1他   内   診療所
     　知多市52 知多市日長城見坂８－１ 常　勤:    1念財団　理事長　太田 新規 人工透析内科 現存
     (医       1)　圭洋 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4136430,054,8 メディカルサテライト〒478-0026 0569-44-2600医療法人知邑舎　理事浅野　伸枝 平16. 2. 1内   診療所
     　知多市54 知多 知多市南粕谷新海１－１１９ 常　勤:    1長　木村　俊子 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4137430,056,3 梅が丘クリニック 〒478-0017 0562-54-0008医療法人ディスニック佐久間　雅之 平18. 4. 1整外 内   リウ診療所
     　知多市56 知多市新知笠取２９－１ 常　勤:    1　理事長　浅井　俊人 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4138430,057,1 心療クリニック・パテ〒478-0054 0562-56-7830水野　信義 水野　信義 平18. 9. 1心内 精   診療所
     　知多市57 ィオちた 知多市つつじが丘４－２９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4139430,058,9 おのうち皮フ科 〒478-0034 0569-44-2270医療法人おのうち皮フ尾之内　博規 平18.10. 1皮   アレ 診療所
     　知多市58 知多市旭南２－３－１ 常　勤:    1科　理事長　尾之内　 組織変更 現存
     (医       1)博規 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4140430,059,7 平クリニック 〒478-0031 0569-43-8700医療法人平病院　理事平　健司 平20. 6. 1内   他   呼内診療所
     　知多市59 知多市旭３－１００ 常　勤:    1長　平　健司 新規 皮   外   整外現存
     (医       1) 平26. 6. 1リハ 
     非常勤:    3 循内、消内、血
     (医       3) 内、放診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4141430,061,3 クリニックひらまつ 〒478-0021 0562-55-1101平松　敬人 平松　敬人 平22. 2. 1内   脳外 外  診療所
     　知多市61 知多市岡田越地７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4142430,063,9 知多国際内科 〒478-0001 0562-39-3005鰐部　春松 鰐部　春松 平22. 5. 1内   他   診療所
     　知多市63 知多市八幡細見５３－３アトレ井常　勤:    1 新規 現存
     上ビル１階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4143430,064,7 新舞子メンタルクリニ〒478-0036 0569-43-1173永田　文隆 永田　文隆 平23. 1. 1心内 精   他  診療所
     　知多市64 ック 知多市新舞子大瀬２０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   477 頁

 4144430,065,4 いぜき内科クリニック〒478-0012 0562-34-0088竹内　和美 竹内　和美 平23.10. 1内   神内 診療所
     　知多市65 知多市巽が丘２－１５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4145430,066,2 竹井医院 〒478-0043 0562-55-2815桜井　春彦 桜井　春彦 平25. 2. 1内   小   他  診療所
     　知多市66 知多市日長台３４ 常　勤:    1 交代 循内 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4146430,067,0 サザンクリニックコー〒478-0035 0569-43-8521医療法人清樹会　理事松尾　尚史 平25. 4. 1他   外   内  診療所
     　知多市67 ストサテライト 知多市大草大瀬１１７－３ 常　勤:    1長　松尾　尚史 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4147430,068,8 いえだ整形外科リハビ〒478-0066 0562-54-0770家田　靖久 家田　靖久 平25. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     　知多市68 リクリニック 知多市新知西町１０－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4148430,069,6 岡田クリニック 〒478-0054 0562-55-6724岡田　英男 岡田　英男 平26. 4. 1内   神内 他  診療所
     　知多市69 知多市つつじが丘３－４－３ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平26. 4. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4149430,070,4 つつじが丘こどもクリ〒478-0054 0562-55-0111医療法人双優会　理事藤本　伸治 平26. 7. 1小   アレ 精  診療所
     　知多市70 ニック 知多市つつじが丘４－２３－３ 常　勤:    1長　藤本　伸治 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4150430,071,2 腎・泌尿器科ひらのク〒478-0064 0562-54-0405平野　眞英 平野　眞英 平26. 9. 1ひ   他   診療所
     　知多市71 リニック 知多市新知台２－９－２６ 常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4151430,072,0 オーシャンキッズクリ〒478-0035 0569-89-0627日比　将人 日比　将人 平26.10. 1小   小外 診療所
     　知多市72 ニック 知多市大草大瀬１１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4152430,073,8 西知多リハビリテーシ〒478-0021 0562-54-3500医療法人メディライフ尾内　一如 平27. 5. 1療養        60病院
     　知多市73 ョン病院 知多市岡田野崎１３ 常　勤:    2　理事長　阿部　守 新規 リハ 内   現存
     (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4153430,074,6 知多小嶋記念病院 〒478-0017 0562-54-2333医療法人　贈恩会　理小嶋　義久 平29. 1. 1一般 病院
     　知多市74 知多市新知永井２－１ 常　勤:    5事長　小嶋　真一郎 新規     一般   104療養病床
     (医       5) 平29. 1. 1療養 現存
     非常勤:   18     療養   123
     (医      18) 内   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4154430,075,3 青山診療所 〒478-0034 0569-44-2541医療法人青山診療所　青山　典裕 平29.10. 1内   小   診療所
     　知多市75 知多市旭南２－５４－１ 常　勤:    1理事長　青山　典裕 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4155430,076,1 新知台耳鼻咽喉科 〒478-0064 0562-54-2700医療法人　ふくおか耳大山　俊廣 平30. 6. 1耳い アレ 診療所
     　知多市76 知多市新知台２－４－３０ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　福 新規 現存
     (医       1)岡　敏 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4156440,022,3 医療法人深谷会富士病〒472-0007 0566-85-5202医療法人深谷会　理事平岩　克正 昭61. 5. 1一般        26病院
     　知立22 院 知立市牛田町西屋敷１３７－１ 常　勤:    5長　深谷　皓孝 療養       104現存
     (医       4) 平28. 5. 1内   精   他  
     (薬       1) 小   外   整外
     非常勤:   29 形外 脳外 小外
     (医      28) 神内 リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4157440,023,1 医療法人深谷会知立団〒472-0011 0566-81-3405医療法人深谷会　理事深谷　桂子 昭46. 9. 1内   小   アレ診療所
     　知立23 地中央診療所 知立市昭和９－４ 常　勤:    1長　深谷　皓孝 ひ   現存
     (医       1) 平28. 9.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4158440,024,9 医療法人秋田病院 〒472-0056 0566-81-2763医療法人秋田病院　理加藤　孝之 昭47. 4. 1一般       100病院
     　知立24 知立市宝２－６－１２ 常　勤:    9事長　加藤　知里 療養        50療養病床
     (医       9) 平29. 4. 1整外 内   外  現存
     非常勤:   59 胃   小   皮  
     (医      59) 呼   循   脳外
     リハ 麻   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4159440,025,6 永田医院耳鼻咽喉科 〒472-0047 0566-81-0030永田　隆郎 永田　隆郎 平24. 7. 1耳い 診療所
     　知立25 知立市新富２－３３セントラルプ常　勤:    1 移動 現存
     ラザ３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4160440,029,8 医療法人研信会知立ク〒472-0012 0566-82-1367医療法人研信会　理事石井　利治 平 4.12. 1一般         9診療所
     　知立29 リニック 知立市八ツ田町神明２２ 常　勤:    3長　小島　かな子 療養        10現存
     (医       3) 平28.12. 1内   循   
     非常勤:    7
     (医       7)
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 4161440,031,4 新林内科医院 〒472-0017 0566-82-2616神谷　鋓彦 神谷　鋓彦 昭54. 5. 1内   胃   小  診療所
     　知立31 知立市新林町新林４０－６ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4162440,038,9 松井医院内科胃腸科 〒472-0032 0566-81-0005松井　俊治 松井　俊治 平元. 1.20内   胃   小  診療所
     　知立38 知立市中山町中山４５ 常　勤:    2 リハ 現存
     (医       2) 平28. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4163440,042,1 知立南皮フ科 〒472-0051 0566-83-2883医療法人聖和会　理事西村　景子 平12. 2. 1皮   アレ 診療所
     　知立42 知立市東長篠１－１－１３ 常　勤:    1長　西村　景子 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4164440,045,4 おがわ内科・循環器科〒472-0015 0566-81-7011小川　雄一 小川　雄一 平 5.10. 1内   循   小  診療所
     　知立45 知立市谷田町本林１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4165440,046,2 いわせ外科クリニック〒472-0023 0566-81-3605医療法人三喜会　理事岩瀬　祐司 平 5.10. 1外   整外 消  診療所
     　知立46 知立市西町新川１－３ 常　勤:    3長　岩瀬　三男 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4166440,050,4 神谷眼科医院 〒472-0038 0566-81-0511神谷　佳康 神谷　佳康 平 8. 4. 1眼   診療所
     　知立50 知立市本町本４７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4167440,052,0 医療法人松井みみはな〒472-0055 0566-81-8711医療法人松井みみはな松井　岳仁 平 8. 7. 1耳い 診療所
     　知立52 クリニック 知立市鳥居１－１２－１３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松井　岳仁 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4168440,054,6 栄クリニック 〒472-0037 0566-81-0067医療法人三宝会　理事吉澤　香恵子 平 8. 7. 1小   皮   ひ  診療所
     　知立54 知立市栄１－８　なるせビル１階常　勤:    2長　吉澤　一彦 組織変更 形外 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4169440,056,1 医療法人セントレディ〒472-0055 0566-81-0070医療法人セントレディ作井　久孝 平 8.10. 1一般        11診療所
     　知立56 ースクリニック 知立市鳥居１－１８－３ 常　勤:    3ースクリニック　理事 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       3)長　作井　久孝 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4170440,058,7 水野内科クリニック 〒472-0025 0566-82-8200医療法人三健会　理事水野　健雄 平11. 4. 1内   他   小  診療所
     　知立58 知立市池端２－１７ 常　勤:    2長　水野　健雄 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1消内
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4171440,061,1 かじた子どもクリニッ〒472-0053 0566-84-6600梶田　祐司 梶田　祐司 平11. 8. 1小   アレ リハ診療所
     　知立61 ク 知立市南新地３－６－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4172440,062,9 知立メンタルクリニッ〒472-0047 0566-83-2677若園　明彦 若園　明彦 平11.10. 1精   神   心内診療所
     　知立62 ク 知立市新富２－３３セントラルプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ３階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4173440,067,8 大岩内科クリニック 〒472-0058 0566-85-1177大岩　孝幸 大岩　孝幸 平16.10. 1内   消   リハ診療所
     　知立67 知立市上重原４－６６ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4174440,068,6 加藤耳鼻咽喉科 〒472-0053 0566-81-0632加藤　一壽 加藤　一壽 平17. 4. 1耳い アレ 診療所
     　知立68 知立市南新地３－２－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4175440,069,4 医療法人かみやクリニ〒472-0046 0566-81-0052医療法人かみやクリニ神谷　雅人 平17. 5. 1内   消   小  診療所
     　知立69 ック 知立市弘法町弘法山４５－５ 常　勤:    1ック　理事長　神谷　 組織変更 現存
     (医       1)雅人 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4176440,070,2 酒井眼科医院 〒472-0041 0566-81-0603佐野　雅洋 佐野　雅洋 平17. 7. 1眼   診療所
     　知立70 知立市新地町西広見１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4177440,071,0 宮谷クリニック 〒472-0005 0566-81-0338医療法人真心会　理事宮谷　真正 平22.11.12小   アレ 小外診療所
     　知立71 知立市新池３－２８－１ 常　勤:    1長　宮谷　真正 移動 皮   内   現存
     (医       1) 平28.11.12
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4178440,072,8 大山クリニック 〒472-0004 0566-82-0106宮本　史生 宮本　史生 平19. 5.13一般        19診療所
     　知立72 知立市南陽２－４８ 常　勤:    3 交代 外   内   整外現存
     (医       2) 平25. 5.13他   リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4179440,073,6 医療法人メディカルユ〒472-0045 0566-84-7500医療法人メディカルユ松岡　史子 平20. 2. 1眼   診療所
     　知立73 ー　いけはた眼科 知立市長篠町大山１８－１アピタ常　勤:    1ー　理事長　山崎　淳 新規 現存
     知立店１階 (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4180440,074,4 西中町クリニック 〒472-0016 0566-84-3304豊田　かおり 豊田　かおり 平20.10. 1精   心内 内  診療所
     (441,074,9) 知立市西中町中長１－１ 常　勤:    2 新規 他   歯   歯外現存
     　知立74 (医       1) 平26.10. 1小歯 矯歯 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4181440,075,1 竹内クリニック 〒472-0026 0566-83-0002竹内　保雄 竹内　保雄 平20.11. 1内   呼   小  診療所
     　知立75 知立市上重原町恩田２１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4182440,076,9 整形外科よしだクリニ〒472-0005 0566-84-3500医療法人整形外科よし吉田　光一郎 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　知立76 ック 知立市新池１－７０ 常　勤:    1だクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　吉田　光一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4183440,077,7 あいちハートクリニッ〒472-0054 0566-91-5810深谷　俊介 深谷　俊介 平29. 9. 1一般 診療所
     　知立77 ク 知立市東上重原６－７０ 常　勤:    2 新規     一般     5現存
     (医       2) 平29. 9. 1内   他   外  
     他は循環器内科
     、心臓血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4184440,078,5 とくしげ在宅クリニッ〒472-0023 0566-91-1702医療法人とくしげ会　伊藤　剛 平30. 1. 1内   他   呼内診療所
     　知立78 クみかわ 知立市西町新川１９－１－２ 常　勤:    1理事長　髙林　新 新規 皮   小   精  現存
     (医       1) 平30. 1. 1他：循内、老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4185440,079,3 耳鼻咽喉科まさクリニ〒472-0015 0566-84-3387加藤　正大 加藤　正大 平30. 4. 1耳い 診療所
     　知立79 ック 知立市谷田町本林２－１０－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4186450,003,0 独立行政法人労働者健〒488-0875 0561-54-3131独立行政法人労働者健宇佐美　郁治 昭35. 7. 1一般       250病院
     　尾張旭3 康安全機構旭労災病院尾張旭市平子町北６１ 常　勤:   45康安全機構　理事長　 内   精   消  現存
     (医      45)有賀　徹 平29. 7. 1小   外   整外
     非常勤:   97 皮   ひ   産婦
     (医      96) 眼   耳い リハ
     (薬       1) 放   麻   呼  
     循   脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4187450,014,7 飯田クリニック 〒488-0011 0561-53-1711飯田　幸雄 飯田　幸雄 昭44. 6. 1内   呼   消  診療所
     　尾張旭14 尾張旭市東栄町２－８－８ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4188450,030,3 日比野外科 〒488-0011 0561-54-8666日比野　清康 日比野　清康 平27.11.24外   内   他  診療所
     　尾張旭30 尾張旭市東栄町３－１－５ 常　勤:    1 移動 皮   現存
     (医       1) 平27.11.24他は、消化器内
     非常勤:    2 科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4189450,037,8 医療法人明峰会馬嶋眼〒488-0004 0561-53-2968医療法人明峰会　理事馬嶋　紘策 平29. 1. 5眼   診療所
     　尾張旭37 科医院 尾張旭市大久手町一の曽１１５ 常　勤:    1長　馬嶋　紘策 移動 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4190450,040,2 医療法人誠和会佐伯小〒488-0814 0561-53-2550医療法人誠和会　理事佐伯　公 平元. 4. 1小   内   診療所
     　尾張旭40 児科医院 尾張旭市西大道町前田３７９４－常　勤:    1長　佐伯　公 現存
     ２ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4191450,043,6 医療法人緑寿会松下レ〒488-0801 0561-53-1103医療法人緑寿会　松下松下　洋一 平 3. 1. 1婦   小   産  診療所
     　尾張旭43 ディスクリニック 尾張旭市東大道町原田８１－１ 常　勤:    2レディスクリニック　 現存
     (医       2)理事長　松下　洋一 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4192450,044,4 浅野産婦人科 〒488-0867 0561-53-7500医療法人浅野産婦人科浅野　真希 平 3. 1. 1一般         9診療所
     　尾張旭44 尾張旭市城前町４－１－９ 常　勤:    2　理事長　浅野　真希 産   婦   小  現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4193450,045,1 犬飼クリニック 〒488-0061 0561-53-7070犬飼　偉経 犬飼　偉経 平 3. 5. 1内   胃   小  診療所
     　尾張旭45 尾張旭市北原山町六田池２２１４常　勤:    1 外   整外 ひ  現存
     －４ (医       1) 平30. 5. 1こう リハ 
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 4194450,048,5 栄花皮フ科 〒488-0015 0561-52-0350栄花　芳典 栄花　芳典 平 4. 8. 1皮   診療所
     　尾張旭48 尾張旭市三郷町栄１ＬＥＶＥＬ　常　勤:    1 現存
     ＦＯＵＲ　４階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4195450,052,7 医療法人　本地ヶ原ク〒488-0046 0561-52-2121医療法人　本地ヶ原ク町田　英之 平 5. 4. 1内   小   他  診療所
     　尾張旭52 リニック 尾張旭市南栄町旭ケ丘５７－３ 常　勤:    1リニック　理事長　町 人工透析内 現存
     (医       1)田　英之 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4196450,053,5 医療法人ヒダ耳鼻咽喉〒488-0818 0561-53-2290医療法人ヒダ耳鼻咽喉樋田　和彦 平 6. 1. 1耳い 心内 診療所
     　尾張旭53 科 尾張旭市向町３－３－３１ 常　勤:    1科　理事長　樋田　和 組織変更 現存
     (医       1)彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4197450,057,6 かなもり小児科 〒488-0855 0561-54-7252金森　俊輔 金森　俊輔 平 6. 7. 1内   小   診療所
     　尾張旭57 尾張旭市旭前町５－７－８アネッ常　勤:    1 新規 現存
     クスビル１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4198450,059,2 医療法人　こいで耳鼻〒488-0015 0561-53-3711医療法人こいで耳鼻咽小出　明美 平 6.10. 1耳い 診療所
     　尾張旭59 咽喉科 尾張旭市三郷町栄１０ー１ 常　勤:    1喉科　理事長　小出　 組織変更 現存
     (医       1)明美 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4199450,065,9 星合クリニック 〒488-0075 0561-51-0700星合　充基 星合　充基 平 8.11. 1内   小   循  診療所
     　尾張旭65 尾張旭市新居町木の本７ 常　勤:    1 新規 胃   リハ アレ現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4200450,066,7 加藤眞二クリニツク 〒488-0833 0561-52-8811医療法人翔峰会　理事加藤　眞二 平 9. 1. 1耳い 気食 小  診療所
     　尾張旭66 尾張旭市東印場町二反田４１ 常　勤:    1長　加藤　眞二 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4201450,068,3 城山クリニック 〒488-0872 0561-51-1170黒江　幸四郎 黒江　幸四郎 平 9. 5. 1外   胃   リハ診療所
     　尾張旭68 尾張旭市平子町長池上６３９９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4202450,071,7 三宅医院 〒488-0078 0561-55-0887伊藤　久子 伊藤　久子 平 9. 9. 1耳   診療所
     　尾張旭71 尾張旭市新居町寺田２９６２－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4203450,072,5 あさひ眼科クリニック〒488-0015 0561-51-1733大岩　裕泰 大岩　裕泰 平 9. 9. 1眼   診療所
     　尾張旭72 尾張旭市三郷町栄３－１プレミー常　勤:    1 新規 現存
     ル三郷１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4204450,073,3 近藤眼科クリニック 〒488-0839 0561-51-2738近藤　三博 近藤　三博 平 9. 9. 1眼   診療所
     　尾張旭73 尾張旭市渋川町２－１４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4205450,075,8 ほんじ眼科クリニック〒488-0822 0561-51-4930振本　常弘 振本　常弘 平 9.10. 1眼   診療所
     　尾張旭75 尾張旭市緑町緑ケ丘１６３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4206450,078,2 河合クリニック 〒488-0839 0561-52-2221河合　徹也 河合　徹也 平10.10. 1内   ひ   皮  診療所
     　尾張旭78 尾張旭市渋川町２－１４－１２ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4207450,082,4 医療法人ミモザ会　太〒488-0855 0561-54-8566医療法人ミモザ会　理太田　由枝 平15. 1. 1眼   診療所
     　尾張旭82 田眼科医院 尾張旭市旭前町５－３－５ 常　勤:    1事長　太田　由枝 移動 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4208450,083,2 尾張旭クリニック 〒488-0801 0561-52-7111医療法人宝珠会　理事鈴木　聰 平11. 9. 1内   小   他  診療所
     　尾張旭83 尾張旭市東大道町原田２５０５－常　勤:    1長　鈴木　聰 組織変更 循内、糖内 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4209450,084,0 にったクリニック 〒488-0023 0561-55-5550新田　正廣 新田　正廣 平11.10. 1脳外 内   リハ診療所
     　尾張旭84 尾張旭市瀬戸川町１－１２８ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4210450,085,7 あらかわ医院 〒488-0006 0561-53-9666医療法人あらかわ医院朴　仁泰（新川正治）平21. 3. 1小   内   整外診療所
     　尾張旭85 尾張旭市大久手町中松原３９ 常　勤:    3　理事長　新川　正治 移動 リハ 他   神内現存
     (医       3) 平27. 3. 1呼内 リウ 
     非常勤:   32 小アレ、消内、
     (医      32) 循内、糖内、小
     整形
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4211450,086,5 医療法人　可知整形外〒488-0066 0561-53-2547医療法人可知整形外科可知　悟 平11.10. 1一般        19診療所
     　尾張旭86 科 尾張旭市南原山町赤土２７５ 常　勤:    1　理事長　可知　悟 組織変更 整外 外   リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1他   
     非常勤:    9 こう外
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4212450,089,9 いしかわレディースク〒488-0047 0561-55-3800石川　洋 石川　洋 平12. 9. 1一般        15診療所
     　尾張旭89 リニック 尾張旭市南栄町黒石６４－５ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4213450,092,3 ひでき・ゆかりクリニ〒488-0044 0561-51-1650医療法人山本会　理事山本　英輝 平13. 4. 1内   消   小  診療所
     　尾張旭92 ック 尾張旭市南本地ケ原町２－１４ 常　勤:    2長　山本　英輝 組織変更 外   脳外 リハ現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4214450,093,1 医療法人智友会印場ク〒488-0840 0561-55-6880医療法人智友会　理事宮井　宏暢 平13.10. 1内   小   診療所
     　尾張旭93 リニック 尾張旭市印場元町４－７－１３ 常　勤:    1長　宮谷　和男 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4215450,095,6 医療法人なかじまクリ〒488-0055 0561-52-6777医療法人なかじまクリ中嶋　博久 平14. 1. 1内   小   胃  診療所
     　尾張旭95 ニック 尾張旭市北山町六反田２１ 常　勤:    1ニック　理事長　中嶋 組織変更 現存
     (医       1)　博久 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4216450,096,4 医療法人大岩医院 〒488-0016 0561-53-2806医療法人大岩医院　理大岩　泰之 平14. 1. 1外   内   皮  診療所
     　尾張旭96 尾張旭市三郷町陶栄１０３ 常　勤:    1事長　大岩　泰之 組織変更 脳外 神内 整外現存
     (医       1) 平26. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4217450,097,2 医療法人加藤内科クリ〒488-0014 0561-53-8500医療法人加藤内科クリ加藤　誠章 平14. 1. 1内   呼   アレ診療所
     　尾張旭97 ニック 尾張旭市三郷町中井田１６３－２常　勤:    1ニック　理事長　加藤 組織変更 小   現存
     (医       1)　誠章 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4218450,098,0 医療法人メディカルア〒488-0014 0561-52-2937医療法人メディカルア菅原　一道 平14. 9. 1眼   診療所
     　尾張旭98 イケアー　三郷眼科ク尾張旭市三郷町中井田４１アクト常　勤:    2イケアー　理事長　加 組織変更 現存
     リニック ８３井上ビル２階 (医       2)藤　洋子 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4219450,099,8 そのこレディースクリ〒488-0830 0561-55-5666三枝　園子 三枝　園子 平18. 5. 1産婦 診療所
     　尾張旭99 ニック 尾張旭市東印場町２－１－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4220450,100,4 松橋俊夫クリニック 〒488-0840 0561-54-3940松橋　俊夫 松橋　俊夫 平16. 4. 1心内 精   診療所
     　尾張旭100 尾張旭市印場元町３－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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 4221450,101,2 いながきクリニック 〒488-0002 0561-53-7277医療法人いながきクリ稲垣　均 平16. 4. 1内   外   他  診療所
     　尾張旭101 尾張旭市根の鼻町１－２－９ 常　勤:    1ニック　理事長　稲垣 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1)　均 平28. 4. 1消内、消外、肛
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4222450,105,3 ベル整形外科クリニッ〒488-0861 0561-55-5880鈴木　達人 鈴木　達人 平18.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　尾張旭105 ク 尾張旭市城前町４－１－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4223450,106,1 わかお内科クリニック〒488-0839 0561-55-5222若尾　孝明 若尾　孝明 平18.12. 1内   診療所
     　尾張旭106 尾張旭市渋川町１－１８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4224450,107,9 松尾医院 〒488-0823 052-771-8017松尾　功 松尾　功 平19. 1. 1内   循   皮  診療所
     　尾張旭107 尾張旭市庄南町３－８－５ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4225450,108,7 やすい医院 〒488-0858 0561-52-9555医療法人やすい医院　安井　徹郎 平19. 1. 1胃   外   こう診療所
     　尾張旭108 尾張旭市白鳳町１－１２０ 常　勤:    1理事長　安井　徹郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4226450,109,5 医療法人智友会　森林〒488-0007 0561-55-5130医療法人智友会　理事佐久間　正人 平19. 4. 1内   小   診療所
     　尾張旭109 公園通クリニック 尾張旭市柏井町公園通５３６ 常　勤:    1長　宮谷　和男 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4227450,111,1 あさひ内科 〒488-0043 0561-52-3221医療法人優　理事長　山内　雅博 平19. 4. 1内   呼   胃  診療所
     　尾張旭111 尾張旭市北本地ケ原町３－１２５常　勤:    1山内　雅博 組織変更 消   循   小  現存
     (医       1) 平25. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4228450,112,9 はせがわ内科クリニッ〒488-0004 0561-55-3001長谷川　央 長谷川　央 平19.11. 1内   胃   診療所
     　尾張旭112 ク 尾張旭市大久手町一の曽１１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4229450,113,7 宮本整形外科クリニッ〒488-0804 0561-51-1121宮本　浩秀 宮本　浩秀 平20. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　尾張旭113 ク 尾張旭市西の野町５－４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4230450,114,5 つぼい整形外科・内科〒488-0047 0561-55-7911医療法人つぼい整形外壷井　朋哉 平20. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　尾張旭114 尾張旭市南栄町黒石６４－１ 常　勤:    2科・内科　理事長　壷 組織変更 リハ 内   現存
     (医       2)井　朋哉 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4231450,115,2 四軒家整形外科クリニ〒488-0823 052-777-1222髙嶺　由二 髙嶺　由二 平20. 6. 1整外 外   リウ診療所
     　尾張旭115 ック 尾張旭市庄南町２－８－７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4232450,116,0 としや耳鼻咽喉科クリ〒488-0011 0561-53-3387加藤　寿弥 加藤　寿弥 平20. 9. 1耳い アレ 診療所
     　尾張旭116 ニック 尾張旭市東栄町４－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4233450,117,8 畑中内科医院 〒488-0826 052-773-7205畑中　徹 畑中　徹 平20. 9. 1内   小   診療所
     　尾張旭117 尾張旭市大塚町１－１４－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4234450,118,6 さかい皮ふ科 〒488-0830 0561-54-8050神谷　受利 神谷　受利 平21.10. 1皮   形外 診療所
     　尾張旭118 尾張旭市東印場町２－２－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4235450,120,2 庄南内科 〒488-0823 052-769-1230金森　寛幸 金森　寛幸 平25. 2. 1内   他   小  診療所
     　尾張旭120 尾張旭市庄南町４－１１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4236450,122,8 医療法人医心会かずク〒488-0044 0561-76-0824医療法人医心会　理事亀井　智貴 平26. 4. 1内   外   診療所
     　尾張旭122 リニック 尾張旭市南本地ケ原町２－８－１常　勤:    1長　亀井　智貴 新規 現存
     ０３ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4237450,123,6 緑ヶ丘ファミリークリ〒488-0822 0561-54-2706大野　智義 大野　智義 平26. 4. 1内   他   小  診療所
     　尾張旭123 ニック 尾張旭市緑町緑ケ丘１２１－８１常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4238450,124,4 せとかいどう花井クリ〒488-0840 0561-52-8715花井　雅志 花井　雅志 平26.10. 1内   外   他  診療所
     　尾張旭124 ニック 尾張旭市印場元町３－４－５ 常　勤:    1 新規 乳腺外科、肛門現存
     (医       1) 平26.10. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4239450,125,1 松井ハートクリニック〒488-0021 0561-55-5150医療法人翔心会　理事松井　裕之 平26.10. 1内   他   診療所
     　尾張旭125 尾張旭市狩宿町３－７１ 常　勤:    1長　松井　裕之 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4240450,126,9 あさひ・こころのクリ〒488-0818 0561-55-5565医療法人正心会　理事大角　呼正 平27. 4. 1心内 精   診療所
     　尾張旭126 ニック 尾張旭市向町２－４－１ 常　勤:    1長　大角　呼正 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4241450,127,7 くすのき内科 〒488-0855 0561-55-6607医療法人宏樹会　理事太田　英樹 平27. 4. 1内   他   診療所
     　尾張旭127 尾張旭市旭前町４－７－２ 常　勤:    1長　太田　英樹 交代 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4242450,128,5 しんたに医院 〒488-0035 0561-55-3577新谷　理 新谷　理 平27.12. 1内   他   小  診療所
     　尾張旭128 尾張旭市上の山町間口３０３３－常　勤:    1 新規 循内 現存
     ５ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4243460,013,7 猪塚皮膚科 〒444-1333 0566-52-5211猪塚　憲機 猪塚　憲機 昭56. 4. 1皮   診療所
     　高浜13 高浜市沢渡町４－３－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4244460,016,0 医療法人増田耳鼻咽喉〒444-1333 0566-52-3030医療法人増田耳鼻咽喉増田　晋作 平元. 4. 4耳い 診療所
     　高浜16 科医院 高浜市沢渡町４－３－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　増田 現存
     (医       1)　晋作 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4245460,020,2 医療法人愛望会岩月外〒444-1321 0566-53-3458医療法人愛望会　理事岩月　昇治 平 3.10. 1内   他   外  診療所
     　高浜20 科内科クリニック 高浜市稗田町６－６－２７ 常　勤:    2長　岩月　義昭 小   現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4246460,021,0 吉浜クリニック 〒444-1336 0566-52-5110医療法人吉浜クリニッ加藤　茂俊 平 7. 4. 1内   胃   循  診療所
     　高浜21 高浜市呉竹町４－１２－１ 常　勤:    1ク　理事長　加藤　茂 組織変更 小   外   整外現存
     (医       1)俊 平28. 4. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4247460,023,6 磯貝医院 〒444-1325 0566-53-0013磯貝　毅 磯貝　毅 平 9. 1. 1内   循   小  診療所
     　高浜23 高浜市青木町３－６－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4248460,024,4 寺尾内科小児科 〒444-1303 0566-53-0073医療法人直樹会　理事市川　博也 平 9. 7. 1内   呼   消  診療所
     　高浜24 高浜市小池町４－９－２ 常　勤:    1長　市川　博也 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4249460,025,1 辻こどもクリニック 〒444-1305 0566-52-9990医療法人辻こどもクリ辻　明人 平11. 7. 1小   診療所
     　高浜25 高浜市神明町１－５－１ 常　勤:    1ニック　理事長　辻　 組織変更 現存
     (医       1)明人 平29. 7. 1
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 4250460,028,5 きぬうら整形外科泌尿〒444-1305 0566-54-5255医療法人碧隆会　理事加藤　隆範 平14.10. 1整外 ひ   リハ診療所
     　高浜28 器科 高浜市神明町８－１５－２ 常　勤:    1長　加藤　隆範 新規 リウ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4251460,029,3 ひさだ眼科 〒444-1333 0566-52-8146久田　佳明 久田　佳明 平15. 4. 1眼   診療所
     　高浜29 高浜市沢渡町４－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4252460,031,9 高浜愛レディースクリ〒444-1332 0566-54-5161医療法人高浜愛レディ丸山　邦之 平18. 4. 1一般         8診療所
     　高浜31 ニック 高浜市湯山町３－９－６ 常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 産婦 現存
     (医       1)長　丸山　邦之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4253460,032,7 岩井内科クリニック 〒444-1322 0566-54-1019岩井　彰 岩井　彰 平19. 5. 1内   消   小  診療所
     　高浜32 高浜市二池町４－２０２－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4254460,033,5 たねむら耳鼻咽喉科 〒444-1305 0566-54-3434種村　龍 種村　龍 平20. 1. 1耳い アレ 小  診療所
     　高浜33 高浜市神明町８－１５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4255460,034,3 刈谷豊田総合病院高浜〒444-1321 0566-52-5522医療法人豊田会　理事林　良成 平21. 4. 1療養       104病院
     　高浜34 分院 高浜市稗田町３－２－１１ 常　勤:    8長　豊田　鐵郎 組織変更 内   外   整外現存
     (医       8) 平27. 4. 1眼   
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4256460,035,0 近藤医院 〒444-1331 0566-53-0029医療法人近藤医院　理額田　協 平22.10. 1内   外   小  診療所
     　高浜35 高浜市屋敷町２－５－９ 常　勤:    2事長　額田　協 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4257460,036,8 つばさクリニック 〒444-1305 0566-54-5283医療法人つばさクリニ石川　亨 平23. 4. 1内   他   小  診療所
     　高浜36 高浜市神明町８－１５－１ 常　勤:    1ック　理事長　石川　 組織変更 現存
     (医       1)亨 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4258460,037,6 泰生医院 〒444-1325 0566-52-1001石川　重人 石川　重人 平24. 4. 1内   小   他  診療所
     　高浜37 高浜市青木町５－６－２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4259460,039,2 高浜翼眼科 〒444-1305 0566-54-2830吉村　将典 吉村　将典 平28. 4. 1眼   他   診療所
     　高浜39 高浜市神明町８－１３－８ 常　勤:    1 新規 他は、小児眼科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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 4260460,040,0 たかはま整形リウマチ〒444-1333 0566-52-5221杉下　英樹 杉下　英樹 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　高浜40 クリニック 高浜市沢渡町２－６－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4261460,041,8 中田内科クリニック 〒444-1333 0566-54-0606医療法人凱風会　理事中田　耕太郎 平30. 4. 1内   小   他  診療所
     　高浜41 高浜市沢渡町３－６－１９ 常　勤:    1長　中田　耕太郎 交代 循内、消内 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4262470,008,5 小川医院 〒482-0005 0587-37-0641小川　清夫 小川　清夫 平 3.10. 1内   小   診療所
     　岩倉8 岩倉市下本町下市場１９９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4263470,020,0 岩倉市休日急病診療所〒482-0024 0587-66-4708岩倉市長　久保田　桂丹羽　克司 昭49.12. 1内   小   外  診療所
     　岩倉20 岩倉市旭町１－２０ 常　勤:    1朗 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4264470,026,7 有馬医院 〒482-0032 0587-37-0123有馬　良成 有馬　良成 昭56. 1. 1内   胃   循  診療所
     　岩倉26 岩倉市井上町４３０－１ 常　勤:    2 小   皮   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4265470,027,5 井上皮膚科 〒482-0024 0587-37-2100井上　隆義 井上　隆義 昭58. 4. 1形外 皮   診療所
     　岩倉27 岩倉市旭町１－２６－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4266470,028,3 丹羽外科内科 〒482-0021 0587-66-3366医療法人丹羽外科　理丹羽　清司 昭62. 4. 1内   他   小  診療所
     　岩倉28 岩倉市新柳町１－４１ 常　勤:    2事長　丹羽　清司 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平29. 4. 1ひ   
     消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4267470,029,1 医療法人渡部会渡部耳〒482-0005 0587-37-4636医療法人渡部会　理事渡部　照和 平元. 9. 1耳い 気食 小  診療所
     　岩倉29 鼻咽喉科医院 岩倉市下本町燈明庵１６２－２ 常　勤:    1長　渡部　照和 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4268470,031,7 医療法人志成会のざき〒482-0022 0587-37-2018医療法人志成会　理事野﨑　俊光 平元.11. 1内   他   小  診療所
     　岩倉31 内科・循環器科クリニ岩倉市栄町１－５ 常　勤:    1長　野﨑　俊光 リハ 現存
     ック (医       1) 平28.11. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4269470,036,6 岩倉病院 〒482-0015 0587-37-8155医療法人知邑舎　理事高田　幹彦 平 9. 1. 1一般       141病院
     　岩倉36 岩倉市川井町北海戸１ 常　勤:   11長　木村　俊子 組織変更 胃   外   こう現存
     (医      11) 平30. 1. 1麻   内   循  
     非常勤:   23 リハ 脳外 整外
     (医      23)
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 4270470,037,4 なかよしこどもクリニ〒482-0012 0587-66-1221医療法人なかよしこど永吉　昭一 平12.11.24小   診療所
     　岩倉37 ック 岩倉市稲荷町高畑７５ 常　勤:    1もクリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　永吉　昭一 平24.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4271470,040,8 ようてい中央クリニッ〒482-0003 0587-66-5133医療法人羊蹄会　理事芳野　茂男 平10. 1. 1一般        19診療所
     　岩倉40 ク 岩倉市曽野町郷前１７ 常　勤:    1長　中川　浩 組織変更 消   内   循  現存
     (医       1) 平28. 1. 1呼   小   皮  
     非常勤:   12 リハ 整外 リウ
     (医      12) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4272470,041,6 メディカルサテライト〒482-0015 0587-37-8700医療法人知邑舎　理事木村　俊子 平10. 4. 1内   診療所
     　岩倉41 岩倉 岩倉市川井町鉄砲５９ 常　勤:    1長　木村　俊子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4273470,045,7 かみのクリニック 〒482-0033 0587-38-3800医療法人八稜会　理事加藤　芳幸 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     　岩倉45 岩倉市神野町平久田７０ 常　勤:    1長　加藤　芳幸 組織変更 呼   小   皮  現存
     (医       1) 平30. 1. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4274470,048,1 ませきクリニック 〒482-0005 0587-37-0175柵木　隆志 柵木　隆志 平13. 3.31内   他   整外診療所
     　岩倉48 岩倉市下本町下市場１３５ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3.31循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4275470,049,9 医療法人いとうクリニ〒482-0001 0587-38-1112医療法人いとうクリニ伊藤　義巳 平14. 7. 1内   小   循  診療所
     　岩倉49 ック 岩倉市東新町南江向２４－５岩倉常　勤:    1ック　理事長　伊藤　 組織変更 消   現存
     団地５ (医       1)義巳 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4276470,050,7 医療法人つくし会岩倉〒482-0042 0587-66-1210医療法人つくし会　理村瀬　洋介 平15.10. 1内   消   循  診療所
     　岩倉50 東クリニック 岩倉市中本町葭原４ 常　勤:    1事長　村瀬　洋介 組織変更 リハ 小   皮  現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4277470,051,5 大野レディスクリニッ〒482-0012 0587-37-3323大野　泰正 大野　泰正 平15.11. 1一般        12診療所
     　岩倉51 ク 岩倉市稲荷町高畑１０ 常　勤:    2 新規 産婦 現存
     (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4278470,052,3 医療法人いわくら耳鼻〒482-0036 0587-66-4533医療法人いわくら耳鼻向井　研 平17. 4. 1耳い 小   診療所
     　岩倉52 咽喉科 岩倉市西市町西市前３１－４ 常　勤:    1咽喉科　理事長　向井 組織変更 現存
     (医       1)　研 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4279470,053,1 岩倉メンタルクリニッ〒482-0022 0587-65-3200医療法人あすなろ　理檜木　治幸 平18. 4. 1精   心内 神  診療所
     　岩倉53 ク 岩倉市栄町２－２１あすなろビル常　勤:    2事長　檜木　治幸 組織変更 現存
     ２階 (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4280470,054,9 おしたにクリニック 〒482-0012 0587-38-3501医療法人誠愛会　理事押谷　誠 平19. 4. 1内   消   リハ診療所
     　岩倉54 岩倉市稲荷町高畑８ 常　勤:    1長　押谷　誠 組織変更 呼   循   小  現存
     (医       1) 平25. 4. 1神内 こう 耳い
     皮   ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4281470,055,6 いわくら整形外科クリ〒482-0041 0587-65-3600石黒　義章 石黒　義章 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　岩倉55 ニック 岩倉市東町東出口８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4282470,058,0 名草クリニック 〒482-0035 0587-37-1700医療法人メディグリー日比野　充伸 平23. 7. 1ひ   内   皮  診療所
     　岩倉58 岩倉市鈴井町下新田１４５ 常　勤:    1ン会　理事長　日比野 組織変更 現存
     (医       1)　充伸 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4283470,060,6 いのうえ耳鼻咽喉科 〒482-0031 0587-38-4133医療法人やくも会　理井上　伸 平27. 1. 1耳い 他   アレ診療所
     　岩倉60 岩倉市八剱町六反田１７－１ 常　勤:    1事長　井上　伸 組織変更 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4284470,061,4 しみず眼科クリニック〒482-0002 0587-38-5555医療法人しみず眼科ク清水　美仁 平27. 4. 1眼   診療所
     　岩倉61 岩倉市大市場町郷東５９－１ 常　勤:    1リニック　理事長　清 組織変更 現存
     (医       1)水　美仁 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4285470,062,2 伊藤皮フ科・外科 〒482-0043 0587-66-3801伊藤　史朗 伊藤　史朗 平28. 5. 1皮   外   形外診療所
     　岩倉62 岩倉市本町前田７８－８ 常　勤:    2 移動 アレ 他   現存
     (医       2) 平28. 5. 1他は、小児皮膚
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4286470,063,0 大地整形外科 〒482-0025 0587-96-8500医療法人至誠堂　理事河内　賢 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　岩倉63 岩倉市大地新町１－５０ 常　勤:    1長　河内　賢 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4287470,064,8 いわくら眼科 〒482-0024 0587-81-5526植田　次郎 植田　次郎 平29. 9. 1眼   診療所
     　岩倉64 岩倉市旭町１－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4288470,065,5 ともまつ眼科クリニッ〒482-0031 0587-58-5558友松　威 友松　威 平29.11. 1眼   他   診療所
     　岩倉65 ク 岩倉市八剱町大門出先３３－１ 常　勤:    2 新規 他は小児眼科 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4289480,004,2 桶狭間病院藤田こころ〒470-1168 0562-97-1361医療法人静心会　理事藤田　潔 昭33.10. 1精神       312病院
     (481,004,7) ケアセンター 豊明市栄町南館３－８７９ 常　勤:   23長　藤田　潔 精   神   内  現存
     　豊明4 (医      18) 平24.10. 1循   胃   外  
     (薬       5) 麻   歯   リハ
     非常勤:   23 神内 
     (医      19)
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4290480,011,7 豊明団地診療所 〒470-1131 0562-92-2190青木　茂 青木　茂 昭46. 9. 1内   小   診療所
     　豊明11 豊明市二村台３－１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4291480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 0562-93-2111学校法人　藤田学園　湯澤　由紀夫 昭61.11. 1一般     1,384特定機能
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 常　勤:  699理事長　小野　雄一郎 精神        51病院
     　豊明16 (医     572) 平28.11. 1内   精   神内現存
     (歯      17) 小   外   整外
     (薬     110) 形外 脳外 皮  
     非常勤:  210 ひ   産   婦  
     (医     197) 眼   耳い リハ
     (歯       8) 放   麻   歯  
     (薬       5) 矯歯 小歯 他  
     心外 呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4292480,020,8 平岩眼科 〒470-1116 0562-93-0300平岩　道正 平岩　道正 平21. 5. 1眼   診療所
     　豊明20 豊明市新田町吉池２－３ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4293480,028,1 豊明市休日診療所 〒470-1121 0562-93-1611豊明市長　小浮　正典生駒　善雄 昭60. 4. 1内   小   診療所
     　豊明28 豊明市西川町島原１１－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   82
     (医      63)
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4294480,032,3 永田内科 〒470-1131 0562-92-6288永田　康夫 永田　康夫 昭59. 1. 1内   神   胃  診療所
     　豊明32 豊明市二村台２－２７－７ 循   小   現存
     平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4295480,036,4 深谷胃腸科外科 〒470-1111 0562-93-1241医療法人深良会　理事深谷　良孝 昭62. 7. 1一般        14診療所
     　豊明36 豊明市大久伝町西５４－６ 常　勤:    2長　深谷　良孝 内   胃   外  現存
     (医       2) 平29. 7. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:    1 こう リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4296480,038,0 医療法人静稜会桜ケ丘〒470-1151 0562-97-5463医療法人静稜会　理事小島　久美子 平元. 7. 1眼   診療所
     　豊明38 眼科 豊明市前後町善江１７３７ 常　勤:    1長　木下　静江 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4297480,040,6 豊明栄病院 〒470-1166 0562-97-5131医療法人玉光会　理事古川　浩 平 2. 1. 1精神       212病院
     　豊明40 豊明市栄町大根１－３９５ 常　勤:    9長　古川　一朗 療養        28現存
     (医       5) 平29. 1. 1精   神   内  
     (薬       4)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4298480,043,0 医療法人利靖会前原外〒470-1141 0562-92-1170医療法人利靖会　理事前原　一之 平 2. 7. 1一般        11診療所
     　豊明43 科・整形外科 豊明市阿野町西の海戸１６－１ 常　勤:    5長　前原　一之 外   整外 小  現存
     (医       4) 平29. 7. 1他   内   麻  
     (薬       1) リハ 脳外 皮  
     非常勤:   16 消内、循内、美
     (医      16) 形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4299480,044,8 牧医院 〒470-1154 0562-97-2332医療法人社団慈靖会牧牧　靖典 平 2. 7. 1内   小   アレ診療所
     　豊明44 豊明市新栄町６－１６７ 常　勤:    1医院　理事長　牧　靖 現存
     (医       1)典 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4300480,048,9 徹來レディスクリニッ〒470-1121 0562-93-7333伊藤　昭 伊藤　昭 平 4. 6. 1一般         9診療所
     　豊明48 ク 豊明市西川町広原５ 常　勤:    1 産婦 内   小  現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4301480,051,3 小野皮膚科 〒470-1132 0562-93-1230小野　裕子 小野　裕子 平 7. 8. 1皮   診療所
     　豊明51 豊明市間米町唐竹３６８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4302480,052,1 医療法人広寿会中山内〒470-1151 0562-97-0121医療法人広寿会中山内中山　広一 平 8. 4. 1内   小   他  診療所
     　豊明52 科 豊明市前後町大代１６０５－６８常　勤:    1科　理事長　中山　広 組織変更 循内 現存
     (医       1)一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4303480,053,9 くまべ整形外科 〒470-1131 0562-95-4976隈部　泰男 隈部　泰男 平 8.10. 1外   整外 リハ診療所
     　豊明53 豊明市二村台７－１７－１１ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4304480,054,7 三田皮フ科クリニック〒470-1148 0562-97-8861医療法人三田皮フ科ク三田　哲郎 平 9. 1. 1皮   アレ 診療所
     　豊明54 豊明市阿野町滑１－１ 常　勤:    1リニック　理事長　三 組織変更 現存
     (医       1)田　哲郎 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4305480,055,4 こども元気クリニック〒470-1112 0562-93-0816石川　幸治 石川　幸治 平18. 9.20小   アレ 内  診療所
     　豊明55 豊明市新田町大割１１４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4306480,057,0 中京サテライトクリニ〒470-1101 0562-93-8222医療法人九愛会　理事南　圭介 平12. 5. 8内   放   診療所
     　豊明57 ック 豊明市沓掛町石畑１８０－１ 常　勤:    2長　南　圭介 移動 現存
     (医       2) 平30. 5. 8
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4307480,060,4 医療法人豊水会　みず〒470-1152 0562-93-0021医療法人豊水会　理事水野　雅夫 平25. 8. 5一般        17診療所
     　豊明60 のクリニック 豊明市前後町仙人塚１７６７ 常　勤:    2長　水野　雅夫 移動 内   小   他  現存
     (医       2) 平25. 8. 5腎臓内科
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4308480,062,0 医療法人　豊明クリニ〒470-1154 0562-97-7776医療法人豊明クリニッ坂上　充志 平29.10.30他   外   こう診療所
     　豊明62 ック 豊明市新栄町２－１３３ 常　勤:    1ク　理事長　坂上　充 移動 整外 リハ 現存
     (医       1)志 平29.10.30他は胃腸外科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4309480,063,8 医療法人美月会　前後〒470-1148 0562-98-1002医療法人美月会　理事加藤　桂 平12.10. 1整外 内   皮  診療所
     　豊明63 整形外科内科クリニッ豊明市阿野町滑５５－１ 常　勤:    2長　加藤　桂 組織変更 リハ 現存
     ク (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4310480,065,3 田代耳鼻咽喉科 〒470-1151 0562-98-3387田代　智彦 田代　智彦 平13. 4. 1耳   小   アレ診療所
     　豊明65 豊明市前後町善江１７３７パルネ常　勤:    1 交代 現存
     ス２号館 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4311480,066,1 やまだクリニック 〒470-1101 0562-91-3751山田　彰 山田　彰 平13. 5. 1内   循   診療所
     　豊明66 豊明市沓掛町荒畑２６－２７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4312480,067,9 とよあけ眼科 〒470-1154 0562-96-0700医療法人ピュアビジョ三田　豊 平13.10. 1眼   アレ 診療所
     　豊明67 豊明市新栄町４－９１ 常　勤:    1ン　理事長　三田　豊 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4313480,068,7 藤田メンタルケアサテ〒470-1148 0562-96-0880医療法人静心会　理事古川　修 平13.12. 1精   心内 他  診療所
     　豊明68 ライト 豊明市阿野町滑６５－２都築ビル常　勤:    1長　藤田　潔 新規 児精 現存
     ２階 (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4314480,069,5 みさき耳鼻咽喉科 〒470-1125 0562-95-3335佐脇　正之 佐脇　正之 平15. 1. 1耳い アレ 診療所
     　豊明69 豊明市三崎町中ノ坪４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4315480,070,3 いこま内科クリニック〒470-1124 0562-91-3311生駒　善雄 生駒　善雄 平16. 2. 1内   循   小  診療所
     　豊明70 豊明市三崎町三崎１１－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4316480,071,1 医療法人成田内科循環〒470-1108 0562-92-8110医療法人成田内科循環成田　伍良 平18. 1. 1内   循   小  診療所
     　豊明71 器科 豊明市沓掛町荒井１１－５ 常　勤:    1器科　理事長　成田　 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1)伍良 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4317480,072,9 植村循環器科・内科 〒470-1121 0562-95-5333植村　晃久 植村　晃久 平18. 4. 1内   循   診療所
     　豊明72 豊明市西川町広原２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4318480,073,7 三崎クリニック 〒470-1125 0562-92-1010後藤　順 後藤　順 平18. 5. 1内   消   小  診療所
     　豊明73 豊明市三崎町中ノ坪２４－７ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4319480,074,5 河本整形外科 〒470-1113 0562-93-6336河本　晃市 河本　晃市 平18. 7. 1整外 外   リハ診療所
     　豊明74 豊明市新田町錦１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 4320480,076,0 すずき内科クリニック〒470-1126 0562-93-1280鈴木　智博 鈴木　智博 平20. 4. 1内   消   診療所
     　豊明76 豊明市三崎町高鴨５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4321480,077,8 すぎうら内科クリニッ〒470-1151 0562-96-0500杉浦　方信 杉浦　方信 平21. 2. 1内   他   診療所
     　豊明77 ク 豊明市前後町善江１７３７－２パ常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     ルネス２号館１階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4322480,080,2 大久伝内科 〒470-1111 0562-92-3883寺田　正樹 寺田　正樹 平23. 4. 1内   他   リハ診療所
     　豊明80 豊明市大久伝町南３－１３ 常　勤:    1 組織変更 小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4323480,081,0 すえしげ眼科 〒470-1121 0562-95-3113医療法人愛優会　理事末繁　葉子 平25. 4. 1眼   診療所
     　豊明81 豊明市西川町広原２０－１ 常　勤:    1長　末繁　葉子 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4324480,083,6 やまだ形成外科・内分〒470-1151 0562-93-6680山田　大 山田　大 平26. 4. 1形外 他   内  診療所
     　豊明83 泌内科クリニック 豊明市前後町大狭間１４４８－１常　勤:    2 新規 外   皮   現存
     １ (医       2) 平26. 4. 1内分泌内科、糖
     尿病内科、美容
     皮膚科・外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4325480,084,4 かんどこどものアレル〒470-1131 0562-38-7088漢人　直之 漢人　直之 平27. 7. 1小   アレ 診療所
     　豊明84 ギークリニック 豊明市二村台４－１４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4326480,085,1 かなざわ内科クリニッ〒470-1132 0562-38-5808金沢　宏信 金沢　宏信 平27.11. 1内   他   診療所
     　豊明85 ク 豊明市間米町島川２１５６－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4327480,086,9 おおはらクリニック 〒470-1161 0562-85-5678医療法人おおはらクリ大原　康壽 平28. 3. 1内   他   リハ診療所
     　豊明86 豊明市栄町大根１－５９ 常　勤:    1ニック　理事長　大原 組織変更 他は、循環器内現存
     (医       1)　康壽 平28. 3. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4328480,087,7 おおはしこどもクリニ〒470-1166 0562-96-2201大橋　正博 大橋　正博 平28.10. 1小   診療所
     　豊明87 ック 豊明市栄町大根１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4329490,006,5 坂野内科 〒470-0131 0561-73-5225坂野　紘 坂野　紘 昭51. 9. 1内   胃   小  診療所
     　日進6 日進市岩崎町根裏９０－１８１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 4330490,008,1 服部医院 〒470-0102 05617-3-5519服部　弘道 服部　弘道 昭52. 2. 1一般         9診療所
     　日進8 日進市藤島町長塚７５－５９７ 常　勤:    1 内   胃   消  休止
     (医       1) 平28. 2. 1外   整外 皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4331490,013,1 医療法人大医会　日進〒470-0115 0561-73-7771医療法人大医会　理事遠藤　茂夫 平 7. 3.22一般       130病院
     　日進13 おりど病院 日進市折戸町西田面１１０ 常　勤:   19長　大島　慶久 移動 内   消   循  現存
     (医      18) 平28. 3.22外   脳外 整外
     (薬       1) 小   婦   耳い
     非常勤:   37 ひ   皮   こう
     (医      37) 麻   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4332490,014,9 医療法人福友会福友病〒470-0103 0561-73-3151医療法人福友会　理事羅　哲也 昭59. 4. 1療養       212病院
     (491,014,4) 院 日進市北新町殿ケ池上５３９ 常　勤:   11長　小出　直 内   神内 呼  現存
     　日進14 (医       5) 平29. 4. 1消   循   整外
     (歯       1) 脳外 リハ 歯  
     (薬       5)
     非常勤:   26
     (医      24)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4333490,015,6 医療法人財団愛泉会　〒470-0111 0561-73-7721医療法人財団愛泉会　太田　信吉 昭62. 4. 1一般        72病院
     　日進15 愛知国際病院 日進市米野木町南山９８７－３１常　勤:   10理事長　井手　宏 内   胃   小  現存
     (医       7) 平29. 4. 1外   整外 リハ
     (薬       3) 皮   リウ こう
     非常勤:   17 循   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4334490,018,0 川出耳鼻咽喉科 〒470-0133 052-806-4133川出　博彦 川出　博彦 平 2.12. 1耳い 小   診療所
     　日進18 日進市梅森台２－２１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4335490,021,4 寺島レディスクリニッ〒470-0115 0561-74-0311寺島　壽一 寺島　壽一 平 3. 8. 1一般         8診療所
     　日進21 ク 日進市折戸町枯木１６６ 常　勤:    1 産   婦   小  現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4336490,025,5 水野皮膚科 〒470-0113 0561-74-1400水野　榮二 水野　榮二 平 4. 7. 1皮   小   診療所
     　日進25 日進市栄１－１４０７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4337490,026,3 岩瀬皮フ科 〒470-0115 0561-73-3883岩瀬　悦子 岩瀬　悦子 平 5. 3. 1皮   小   診療所
     　日進26 日進市折戸町高松５２－１０４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4338490,028,9 大口医院 〒470-0134 052-832-0993大口　貞雄 大口　貞雄 平 6. 4. 1内   循   小  診療所
     　日進28 日進市香久山５－１８０１ＭＩＯ常　勤:    1 現存
     香久山２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4339490,030,5 杉上クリニック 〒470-0131 0561-72-5050杉上　勝美 杉上　勝美 平 6. 9. 1一般        19診療所
     　日進30 日進市岩崎町芦廻間８７ー１ 常　勤:    1 新規 消   内   外  療養病床
     (医       1) 平24. 9. 1小   こう 整外現存
     非常勤:    1 リハ ひ   脳外
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4340490,031,3 安江皮膚科クリニック〒470-0134 052-805-0051医療法人万年青会　理安江　厚子 平16. 1.11皮   診療所
     　日進31 日進市香久山３－２０１－６ 常　勤:    2事長　安江　厚子 移動 現存
     (医       2) 平28. 1.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4341490,037,0 笹本内科医院 〒470-0133 052-802-5641笹本　基秀 笹本　基秀 平10. 4. 1内   呼   循  診療所
     　日進37 日進市梅森台３－１１５ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4342490,039,6 かさしま耳鼻咽喉科ク〒470-0113 05617-2-8733笠島　哲也 笠島　哲也 平10.11. 1耳い アレ 他  診療所
     　日進39 リニック 日進市栄４－１０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4343490,040,4 医療法人　生寿会日進〒470-0103 0561-73-9724医療法人生寿会　理事川澄　正朗 平10.11. 1内   診療所
     　日進40 クリニック 日進市北新町二段場１０ 常　勤:    1長　亀井　克典 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4344490,041,2 はやかわ子どもクリニ〒470-0135 0561-75-0415早河　秀治 早河　秀治 平10.11. 1内   小   アレ診療所
     　日進41 ック 日進市岩崎台４－１０１１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4345490,044,6 しんあいクリニック 〒470-0131 0561-75-5300小野　雅之 小野　雅之 平12. 3. 1内   外   胃  診療所
     　日進44 日進市岩崎町北高上４４－４ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4346490,046,1 中島内科クリニック 〒470-0103 05617-4-1171中島　規博 中島　規博 平12.11. 1内   小   呼  診療所
     　日進46 日進市北新町八幡西１２５７－４常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4347490,047,9 香久山こどもクリニッ〒470-0134 052-800-8001津田　こずえ 津田　こずえ 平12.12. 1小   アレ 診療所
     　日進47 ク 日進市香久山４－１１０５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4348490,048,7 うかい医院 〒470-0116 0561-74-1551医療法人うかい医院　鵜飼　雅彦 平13. 1. 1内   循   小  診療所
     　日進48 日進市東山４－６２１－２ 常　勤:    1理事長　鵜飼　雅彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4349490,049,5 医療法人テオリア城田〒470-0126 052-847-2001医療法人テオリア　理城田　良雄 平13. 2. 1内   小   診療所
     　日進49 内科クリニック 日進市赤池町屋下３３８ 常　勤:    1事長　城田　良雄 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4350490,050,3 ともまつレディスクリ〒470-0113 0561-75-4755医療法人ともまつクリ友松　守彦 平13. 6. 1一般         2診療所
     　日進50 ニック 日進市栄２－１２０１ガーデンセ常　勤:    1ニック　理事長　友松 新規 産婦 現存
     ラム１階 (医       1)　ゆかり 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4351490,051,1 レディースクリニック〒470-0135 0561-74-1101小島　正義 小島　正義 平13. 8. 1一般        16診療所
     　日進51 アンジュ 日進市岩崎台１－１２０２ 常　勤:    2 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4352490,053,7 佐藤クリニック 〒470-0111 05617-4-7888佐藤　有三 佐藤　有三 平14.10. 1消   外   内  診療所
     　日進53 日進市米野木町丁田２０－１ 常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4353490,054,5 川井小児科クリニック〒470-0113 05617-2-7070医療法人川井小児科ク川井　進 平15. 2. 1小   診療所
     　日進54 日進市栄２－１１２ 常　勤:    1リニック　理事長　川 組織変更 現存
     (医       1)井　進 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4354490,056,0 立松クリニック 〒470-0132 052-802-8600立松　惠子 立松　惠子 平15. 7. 1内   消   小  診療所
     　日進56 日進市梅森町西田面１７－１ 常　勤:    2 新規 皮   リハ 心内現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4355490,057,8 医療法人杉本クリニッ〒470-0125 052-801-1511医療法人杉本クリニッ杉本　辰雄 平15. 7. 1外   内   胃  診療所
     　日進57 ク 日進市赤池１－３００１第２５オ常　勤:    1ク　理事長　杉本　辰 組織変更 皮   小   リハ現存
     ーシャンプラザ３階 (医       1)雄 平27. 7. 1
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 4356490,058,6 梅森クリニック 〒470-0133 052-801-0800医療法人聖生会　理事錦見　満 平15. 7. 1外   内   整外診療所
     　日進58 日進市梅森台５－７５ 常　勤:    2長　錦見　満 組織変更 消   循   呼  現存
     (医       2) 平27. 7. 1こう リハ 皮  
     ひ   小   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4357490,059,4 のだ整形外科 〒470-0131 0561-72-7711野田　広記 野田　広記 平15.11. 1整外 外   リハ診療所
     　日進59 日進市竹の山５－１６０１ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4358490,061,0 こめのきひがし整形外〒470-0111 0561-75-5656西崎　友保 西崎　友保 平16.11. 1整外 リハ リウ診療所
     　日進61 科 日進市米野木町油田１５２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4359490,062,8 医療法人　平針かとう〒470-0126 052-800-7771医療法人平針かとう整加藤　哲弘 平16.11. 1整外 リハ リウ診療所
     　日進62 整形外科 日進市赤池町屋下３１０ 常　勤:    1形外科　理事長　加藤 組織変更 現存
     (医       1)　哲弘 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4360490,063,6 冨田整形外科 〒470-0124 052-805-1101医療法人マリオ・ネッ冨田　眞壽生 平17. 1. 1一般        19診療所
     　日進63 日進市浅田町東田面９４－３ 常　勤:    1ト　理事長　冨田　眞 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1)壽生 平29. 1. 1内   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4361490,064,4 とき小児科 〒470-0133 052-800-5855土岐　由香理 土岐　由香理 平17. 5. 1小   診療所
     　日進64 日進市梅森台２－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4362490,066,9 たかはし眼科 〒470-0122 0561-73-0055髙橋　正城 髙橋　正城 平18. 4. 1眼   診療所
     　日進66 日進市蟹甲町池下２７９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4363490,069,3 医療法人ふくしまファ〒470-0135 0561-72-8222医療法人ふくしまファ福嶋　俊郎 平18.10. 1内   胃   小  診療所
     　日進69 ミリー内科 日進市岩崎台１－１２３９ユート常　勤:    1ミリー内科　理事長　 組織変更 他   ひ   現存
     ピアオオタ１階 (医       1)福嶋　俊郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4364490,070,1 竹の山クリニック 〒470-0136 0561-75-6050山腰　雅宏 山腰　雅宏 平18.11. 1内   呼   循  診療所
     　日進70 日進市竹ノ山２－２４１２ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4365490,071,9 日進胃腸科・外科 〒470-0113 0561-72-5800医療法人真会　理事長早川　真人 平19. 3. 1胃   外   整外診療所
     　日進71 日進市栄３－１２０４ 常　勤:    1　早川　真人 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
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 4366490,072,7 あいち熊木クリニック〒470-0136 0561-75-5707熊木　徹夫 熊木　徹夫 平19. 7. 1精   神   心内診療所
     　日進72 日進市竹の山２－１３２１ 常　勤:    1 新規 アレ リウ 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4367490,073,5 おかざき皮フ科 〒470-0122 0561-41-8182岡崎　芳子 岡崎　芳子 平19.11. 1皮   アレ 診療所
     　日進73 日進市蟹甲町池下２７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4368490,074,3 米野木ファミリークリ〒470-0111 0561-56-9276小林　建二 小林　建二 平20. 2. 1内   循   呼  診療所
     　日進74 ニック 日進市米野木町油田１５７ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4369490,075,0 いせき内科クリニック〒470-0113 0561-72-6555井関　淳 井関　淳 平20. 3.16内   循   小  診療所
     　日進75 日進市栄３－１３１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4370490,077,6 志水医院 〒470-0131 0561-72-1181志水　善郎 志水　善郎 平20. 6.16内   胃   小  診療所
     　日進77 日進市岩崎町神明８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4371490,078,4 かぐやま眼科 〒470-0134 052-807-5811鳥居　久稔 鳥居　久稔 平20. 8. 1眼   診療所
     　日進78 日進市香久山５－１８０１ＭＩＯ常　勤:    2 交代 現存
     香久山２階 (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4372490,082,6 いわさき耳鼻咽喉科 〒470-0136 0561-75-4187医療法人聖流会　理事岩崎　聖雄 平22. 1. 4耳い アレ 診療所
     　日進82 日進市竹の山２－２１１０ 常　勤:    1長　岩崎　聖雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4373490,083,4 加藤医院 〒470-0132 052-801-0302医療法人馬渕クリニッ馬渕　圭子 平22.11. 1内   小   皮  診療所
     　日進83 日進市梅森町上松２９６ 常　勤:    1ク　理事長　馬渕　圭 組織変更 現存
     (医       1)子 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4374490,086,7 日進眼科クリニック 〒470-0113 0561-76-6673医療法人双樹会　理事原田　和加子 平23. 3. 1眼   診療所
     　日進86 日進市栄２－１２０４ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4375490,087,5 きまたクリニック 〒470-0127 052-808-2233木全　秀人 木全　秀人 平24. 7. 1外   内   リハ診療所
     　日進87 日進市赤池南２－１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4376490,088,3 あかいけ好日こころの〒470-0125 052-808-3800川合　恵子 川合　恵子 平25. 8. 1心内 精   診療所
     　日進88 クリニック 日進市赤池１－３００１第２５オ常　勤:    1 新規 現存
     ーシャンプラザ３０５ (医       1) 平25. 8. 1
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 4377490,089,1 アイクリニック日進 〒470-0135 0561-42-7758戸松　亮 戸松　亮 平25.11. 1眼   診療所
     　日進89 日進市岩崎台１－１０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4378490,091,7 はなまるキッズクリニ〒470-0111 0561-75-4118吉田　成美 吉田　成美 平25.11. 1小   診療所
     　日進91 ック 日進市米野木町南山１６２－３５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4379490,092,5 さんとう耳鼻咽喉科 〒470-0111 0561-72-8711三藤　泰史 三藤　泰史 平26. 4. 1耳い 他   アレ診療所
     　日進92 日進市米野木町南山２８８－１ 常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4380490,093,3 いしやま内科クリニッ〒470-0124 052-806-6001石山　雅美 石山　雅美 平26. 4. 1内   他   診療所
     　日進93 ク 日進市浅田町西前田３０１ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平26. 4. 1分泌内科、脂質
     代謝内科、代謝
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4381490,094,1 金山クリニック 〒470-0117 0561-72-7111医療法人金山クリニッ金山　和広 平26.10. 1内   他   アレ診療所
     　日進94 日進市藤塚３－５６５ 常　勤:    1ク　理事長　金山　和 組織変更 小   現存
     (医       1)広 平26.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4382490,095,8 日進メンタルクリニッ〒470-0122 0561-75-5828医療法人日進メンタル鈴木　陽 平26.10. 1心内 精   診療所
     　日進95 ク 日進市蟹甲町池下２７８－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)鈴木　陽 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4383490,096,6 はる内科クリニック 〒470-0117 0561-72-2002山本　春光 山本　春光 平26.11. 1内   他   診療所
     　日進96 日進市藤塚７－４６ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4384490,097,4 つねかわファミリーク〒470-0123 0561-76-2525恒川　敬和 恒川　敬和 平27. 1. 1内   小   診療所
     　日進97 リニック 日進市野方町稲荷２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4385490,100,6 みやがわクリニック 〒470-0125 052-800-2277医療法人みやがわクリ宮川　浩一 平27. 7. 1内   小   他  診療所
     　日進100 日進市赤池３－２１０４ 常　勤:    1ニック　理事長　宮川 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　浩一 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4386490,101,4 アガペクリニック 〒470-0115 0561-74-3000伊藤　志門 伊藤　志門 平27.10. 1一般        17診療所
     　日進101 日進市折戸町孫三ケ入６１ 常　勤:    2 交代 内   外   こう現存
     (医       2) 平27.10. 1胃   呼内 循  
     非常勤:    6 アレ ひ   リハ
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4387490,102,2 三本木クリニック 〒470-0101 0561-56-4532医療法人三和会　理事呉　成浩 平28. 4.11内   小   外  診療所
     　日進102 日進市三本木町細廻間２－１ 常　勤:    1長　呉　成浩 組織変更 他   皮   現存
     (医       1) 平28. 4.11他は、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4388490,103,0 たつらクリニック 〒470-0136 0561-73-3636医療法人　浩愛会　理田貫　浩之 平28.11. 1ひ   内   皮  診療所
     　日進103 日進市竹の山５－１５０１ 常　勤:    1事長　田貫　浩之 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4389490,104,8 平針北クリニック 〒470-0126 052-803-1103医療法人平針北クリニ長谷川　浩司 平29. 1. 1一般        17診療所
     　日進104 日進市赤池町屋下３０６－２ 常　勤:    2ック　理事長　長谷川 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)　浩司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4390490,105,5 日進すずき整形外科 〒470-0113 0561-74-0033医療法人栄和会　理事鈴木　和広 平29. 2. 1整外 リハ 診療所
     　日進105 日進市栄３－２００２ 常　勤:    1長　鈴木　和広 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4391490,106,3 あかいけ耳鼻いんこう〒470-0126 052-800-3335伊地知　圭 伊地知　圭 平29.10. 1耳い 他   小  診療所
     　日進106 科 日進市赤池町屋下３９４－１ 常　勤:    1 新規 小耳い、頭外 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4392490,107,1 プライムツリー赤池眼〒470-0126 052-847-3003医療法人栄新会　理事杉田　公洋 平29.11. 1眼   診療所
     　日進107 科 日進市赤池町箕ノ手１ＰＲＩＭＥ常　勤:    1長　杉野　栄太 新規 現存
     ＴＲＥＥ　ＡＫＡＩＫＥ　１階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4393490,108,9 赤池エンゼル皮ふ科 〒470-0126 052-800-0228医療法人士正会　理事森下　綾子 平30. 4. 1皮   診療所
     　日進108 日進市赤池町箕ノ手１プライムツ常　勤:    1長　増井　利彦 新規 現存
     リー赤池１階 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4394490,109,7 東名古屋医師会休日急〒470-0122 0561-73-7555一般社団法人東名古屋笹本　基秀 平30. 4. 1内   小   診療所
     　日進109 病診療所 日進市蟹甲町中島２２ 常　勤:    1医師会　会長　笹本　 交代 現存
     (医       1)基秀 平30. 4. 1
     非常勤:   72
     (医      72)
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 4395490,111,3 おやま耳鼻咽喉科 〒470-0134 052-800-3781小山　新一郎 小山　新一郎 平30. 5. 1耳い アレ 他  診療所
     　日進111 日進市香久山２－２１０４ 常　勤:    1 新規 他：小児耳鼻咽現存
     (医       1) 平30. 5. 1喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4396490,112,1 たけのやま皮ふ科 〒470-0136 0561-74-1112吉澤　優 吉澤　優 平30. 6. 1皮   他   診療所
     　日進112 日進市竹の山２－２５０４－１ 常　勤:    1 新規 他：小児皮膚科現存
     (医       1) 平30. 6. 1　美容皮膚科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4397500,037,8 東郷町国民健康保険　〒470-0151 0561-39-0054東郷町長　井俣　憲治久保　奈津子 昭63. 4. 1内   小   診療所
     　愛知37 東郷診療所 愛知郡東郷町諸輪北山１５８－９常　勤:    1 現存
     ０ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4398500,093,1 医療法人和合会和合病〒470-0151 0561-73-1811医療法人和合会　理事林　繁和 昭55.11. 1精神       511病院
     　愛知93 院 愛知郡東郷町諸輪北木戸西１０８常　勤:   19長　佐藤　明信 神   精   内  現存
     (医      14) 平28.11. 1
     (薬       5)
     非常勤:   13
     (医      10)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4399500,143,4 ごとうこどもクリニッ〒470-0155 0561-38-6610後藤　朗 後藤　朗 平 6.10. 1小   診療所
     　愛知143 ク 愛知郡東郷町白鳥１－１５－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4400500,145,9 医療法人バク諸輪診療〒470-0151 0561-39-3000医療法人バク諸輪診療麦　雅好 平 8. 1. 1内   小   外  診療所
     　愛知145 所 愛知郡東郷町諸輪前田４７ 常　勤:    1所　理事長　麦　雅好 組織変更 皮   ひ   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4401500,147,5 わごうケ丘クリニック〒470-0154 0561-38-1616医療法人樹心会　理事三木　健司 平 8. 4. 1内   胃   整外診療所
     　愛知147 愛知郡東郷町和合ケ丘１－５－６常　勤:    1長　武田　秀夫 組織変更 皮   外   リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1小   こう 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4402500,151,7 能登整形外科 〒470-0153 0561-37-1838能登　憲二 能登　憲二 平 9. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     　愛知151 愛知郡東郷町和合林清池１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4403500,152,5 白鳥藤田クリニック 〒470-0153 0561-38-9888藤田　勝成 藤田　勝成 平10. 3. 1内   循   小  診療所
     　愛知152 愛知郡東郷町和合北蚊谷１６６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4404500,157,4 祐福寺内科 〒470-0162 0561-38-7321木下　雅盟 木下　雅盟 平11. 7. 1内   診療所
     　愛知157 愛知郡東郷町春木追分１４５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4405500,162,4 三ッ池整形外科 〒470-0166 0561-39-3111亀井　洋太郎 亀井　洋太郎 平12. 5. 1整外 リハ 診療所
     　愛知162 愛知郡東郷町兵庫２－１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4406500,166,5 たなか内科 〒470-0162 0561-38-8866医療法人白壁会　理事田中　邦一 平14. 1. 1内   小   消  診療所
     　愛知166 愛知郡東郷町春木新池３７ 常　勤:    1長　田中　邦一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4407500,168,1 松浦医院 〒470-0166 0561-37-5001松浦　誠司 松浦　誠司 平14. 3. 1内   神内 アレ診療所
     　愛知168 愛知郡東郷町兵庫４－３－８ 常　勤:    1 新規 眼   脳外 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4408500,169,9 やまクリニック 〒470-0154 0561-37-1050山田　保夫 山田　保夫 平14. 4. 1内   呼   アレ診療所
     　愛知169 愛知郡東郷町和合ケ丘３－１－１常　勤:    1 新規 小   現存
     ０すまいるプラザ和合ヶ丘２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4409500,170,7 馬渕クリニック 〒470-0155 0561-38-0800医療法人馬渕クリニッ馬渕　元志 平14. 7. 1内   小   診療所
     　愛知170 愛知郡東郷町白鳥４－２－７ 常　勤:    1ク　理事長　馬渕　圭 組織変更 現存
     (医       1)子 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4410500,172,3 医療法人名翔会　和合〒470-0162 052-805-8000医療法人名翔会　理事村上　稔 平15. 4. 1内   婦   診療所
     　愛知172 セントラルクリニック愛知郡東郷町春木白土１－１８８常　勤:    1長　石原　順 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4411500,173,1 医療法人生寿会東郷春〒470-0162 0561-37-5271医療法人生寿会　理事加藤　信夫 平15.12. 1他   診療所
     　愛知173 木クリニック 愛知郡東郷町春木清水ヶ根２３７常　勤:    1長　亀井　克典 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4412500,177,2 あいち肝胆膵ホスピタ〒470-0162 052-809-3777末永　昌宏 末永　昌宏 平26. 8. 1一般        24病院
     　愛知177 ル 愛知郡東郷町春木白土１－２１７常　勤:    3 その他 他   麻   現存
     (医       3) 平26. 8. 1消内、消外
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4413500,178,0 西山クリニック 〒470-0151 0561-38-5511西山　直樹 西山　直樹 平17.10. 1ひ   内   診療所
     　愛知178 愛知郡東郷町諸輪下市３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4414500,196,2 医療法人　奥田眼科 〒470-0154 0561-38-6588医療法人奥田眼科　理奥田　伸利 平24. 6. 1一般 診療所
     　愛知196 愛知郡東郷町和合ケ丘１－１５－常　勤:    1事長　奥田　伸利 組織変更     一般     1現存
     ３ (医       1) 平30. 6. 1眼   他   
     小眼
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4415500,197,0 本多医院 〒470-0152 0561-39-0139本多　豊大 本多　豊大 平25.11. 1内   呼内 アレ診療所
     　愛知197 愛知郡東郷町北山台１－３－９ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4416500,198,8 宮本ファミリー耳鼻科〒470-0155 0561-38-5558医療法人宮本ファミリ宮本　直哉 平25.12. 6耳い アレ 小  診療所
     　愛知198 愛知郡東郷町白鳥２－２２－１２常　勤:    1ー耳鼻科　理事長　宮 組織変更 現存
     (医       1)本　直哉 平25.12. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4417500,200,2 秋田耳鼻咽喉科クリニ〒470-0164 0561-37-2777医療法人真學会　理事秋田　学 平26. 4. 1耳い 診療所
     　愛知200 ック 愛知郡東郷町三ツ池４－２－３ 常　勤:    1長　秋田　学 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4418500,201,0 山口こどもクリニック〒470-0162 0561-37-1100医療法人山口こどもク山口　信行 平26. 7. 1小   アレ 他  診療所
     　愛知201 愛知郡東郷町春木新池５１ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 小児科（新生児現存
     (医       1)口　信行 平26. 7. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4419500,202,8 こうよう皮フ科 〒470-0164 0561-41-8770秋田　洋一 秋田　洋一 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     　愛知202 愛知郡東郷町三ツ池４－２－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4420500,203,6 まつもとクリニック 〒470-0162 052-848-8888医療法人まつもとクリ松本　昌久 平29. 5. 1内   他   外  診療所
     　愛知203 愛知郡東郷町春木音貝９７ 常　勤:    1ニック　理事長　松本 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　昌久 平29. 5. 1他は消化器内科
     、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   508 頁

 4421520,094,5 Ｎ．キッズレディース〒480-0202 0568-28-2321医療法人ナカジマクリ野崎　千佳 平元. 7. 1一般        18診療所
     　西春94 クリニック 西春日井郡豊山町豊場高前８０ 常　勤:    2ニック　理事長　野崎 小   アレ 内  現存
     (医       2)　千佳 平28. 7. 1婦   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4422520,140,6 とよ山内科クリニック〒480-0201 0568-39-3800金森　俊成 金森　俊成 平16.11. 1内   他   小  診療所
     　西春140 西春日井郡豊山町青山東川４６－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4423520,146,3 わかばファミリークリ〒480-0202 0568-29-3911能城　充弘 能城　充弘 平24. 9.16内   小   アレ診療所
     　西春146 ニック 西春日井郡豊山町豊場高前１８３常　勤:    1 移動 他   皮   現存
     －１ (医       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4424520,150,5 エアポートウォーク眼〒480-0288 0568-29-1036田澤　正浩 田澤　正浩 平23. 3. 1眼   診療所
     　西春150 科 西春日井郡豊山町豊場林先１－８常　勤:    1 新規 現存
     エアポートウォーク名古屋３階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4425520,151,3 杉山医院 〒480-0202 0568-28-1181杉山　敬 杉山　敬 平26. 3. 1外   内   整外診療所
     　西春151 西春日井郡豊山町豊場幸田２５－常　勤:    1 交代 皮   現存
     １ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4426530,034,9 栄徳医院 〒480-0103 0587-93-7068高木　裕 高木　裕 昭50. 5. 1内   小   婦  診療所
     　丹羽34 丹羽郡扶桑町柏森郷前１３４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4427530,037,2 さくら総合病院 〒480-0127 0587-95-6711医療法人医仁会　理事小林　豊 昭58.11. 1一般       224病院
     (531,037,7) 丹羽郡大口町新宮１－１２９ 常　勤:   22長　小林　勝正 療養       166現存
     　丹羽37 (医      17) 平28.11. 1内   神内 外  
     (歯       5) 整外 形外 脳外
     非常勤:  129 小   皮   ひ  
     (医     126) 婦   眼   耳い
     (歯       3) リハ 放   歯  
     歯外 呼   胃  
     循   こう 麻  
     精   心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4428530,038,0 久永内科クリニック 〒480-0102 0587-93-8372久永　光造 久永　光造 昭60. 8. 1内   消   循  診療所
     　丹羽38 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰５９ 常　勤:    1 小   放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4429530,041,4 医療法人真善会神尾外〒480-0103 0587-93-0137医療法人真善会　理事神尾　善郎 平 5. 7. 1胃   外   リハ診療所
     　丹羽41 科 丹羽郡扶桑町柏森寺裏４７ 常　勤:    2長　神尾　善郎 組織変更 小外 消   麻  現存
     (医       2) 平29. 7. 1内   
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 4430530,042,2 すずいクリニック 〒480-0146 0587-96-1114鈴井　勝也 鈴井　勝也 平 6. 4. 1内   外   胃  診療所
     　丹羽42 丹羽郡大口町余野３－４２１ 常　勤:    1 こう 整外 リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4431530,043,0 北川眼科 〒480-0107 0587-92-1411北川　周一 北川　周一 平 6. 4. 1一般         4診療所
     　丹羽43 丹羽郡扶桑町高木福１４５３ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4432530,045,5 宮川クリニック 〒480-0103 0587-93-7771宮川　善二郎 宮川　善二郎 平 7. 4. 1一般         2診療所
     　丹羽45 丹羽郡扶桑町柏森天神３３４ 常　勤:    1 新規 婦   内   ひ  現存
     (医       1) 平28. 4. 1小   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4433530,047,1 医療法人　山田外科内〒480-0147 0587-96-6000医療法人山田外科内科山田　英貴 平25. 3.12一般         7診療所
     　丹羽47 科 丹羽郡大口町竹田２－３８ 常　勤:    1　理事長　山田　英貴 移動 療養        12現存
     (医       1) 平25. 3.12他   外   内  
     非常勤:    1 皮   ひ   麻  
     (医       1) 他：大腸肛外、
     消内（内視鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4434530,048,9 医療法人山田整形外科〒480-0102 0587-92-1100医療法人山田整形外科山田　芳久 平 8. 7. 1整外 リハ 診療所
     　丹羽48 丹羽郡扶桑町高雄定松９０－１ 常　勤:    2　理事長　山田　芳久 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4435530,050,5 医療法人　江口医院 〒480-0102 0587-93-2626医療法人江口医院　理三輪　哲人 平 9. 1. 1内   小   眼  診療所
     　丹羽50 丹羽郡扶桑町高雄天道４１４ 常　勤:    2事長　江口　孝 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4436530,052,1 いとう耳鼻咽喉科 〒480-0103 0587-93-8181医療法人敬陽会　理事伊藤　敬子 平10. 1. 1耳い 診療所
     　丹羽52 丹羽郡扶桑町柏森西屋敷４１－１常　勤:    1長　伊藤　敬子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4437530,053,9 医療法人全医会伊藤整〒480-0102 0587-92-3388医療法人全医会　理事伊藤　不二夫 平10. 1. 1一般        19診療所
     　丹羽53 形・内科　あいち腰痛丹羽郡扶桑町高雄郷東４１ 常　勤:    2長　伊藤　不二夫 組織変更 内   神内 整外現存
     オペクリニック (医       2) 平28. 1. 1リウ リハ 麻  
     非常勤:   14 他   脳外 小  
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4438530,056,2 かめいクリニック 〒480-0103 0587-93-9041医療法人源起会　理事亀井　圭一郎 平10.10. 1内   他   診療所
     　丹羽56 丹羽郡扶桑町柏森長畑４６０ 常　勤:    2長　亀井　圭一郎 組織変更 消内 現存
     (医       2) 平28.10. 1
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 4439530,058,8 大川外科胃腸科クリニ〒480-0102 0587-92-3155医療法人仁徳会　理事大川　洋史 平12.10. 1外   胃   循  診療所
     　丹羽58 ック 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰１３３－常　勤:    1長　大川　洋史 組織変更 リハ 麻   内  現存
     ２ (医       1) 平24.10. 1小   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4440530,061,2 やまだクリニック 〒480-0132 0587-94-1333山田　和彦 山田　和彦 平13. 2. 1内   小   外  診療所
     　丹羽61 丹羽郡大口町秋田１－３７６ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4441530,062,0 みずの整形外科 〒480-0141 0587-94-2210水野　隆広 水野　隆広 平13.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　丹羽62 丹羽郡大口町上小口１－２９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4442530,064,6 今井医院 〒480-0142 0587-95-2534今井　英夫 今井　英夫 平16. 4. 1内   胃   消  診療所
     　丹羽64 丹羽郡大口町中小口１－１９ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4443530,065,3 コスモス眼科 〒480-0146 0587-94-1777川部　幹子 川部　幹子 平17. 9. 1一般 診療所
     　丹羽65 丹羽郡大口町余野６－１２３ 常　勤:    1 新規     一般     1現存
     (医       1) 平29. 9. 1眼   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4444530,066,1 かつし家庭医療医院 〒480-0105 0587-92-3320渡邊　勝志 渡邊　勝志 平18. 9. 1内   小   消  診療所
     　丹羽66 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前８ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4445530,067,9 柳瀬医院 〒480-0102 0587-93-5858医療法人五順会　理事柳瀬　正之 平19. 2. 1内   小   診療所
     　丹羽67 丹羽郡扶桑町高雄下山４１４ 常　勤:    2長　柳瀬　正之 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4446530,068,7 つくしこどもクリニッ〒480-0103 0587-93-0600医療法人ｔｓｕｋｕｓ古林　裕晶 平27. 9. 1小   アレ 内  診療所
     　丹羽68 ク 丹羽郡扶桑町柏森平塚３２９ 常　勤:    1ｈｉ　理事長　古林　 移動 現存
     (医       1)裕晶 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4447530,070,3 みどりクリニック 〒480-0145 0587-95-0881古田　啓 古田　啓 平24. 2. 1内   他   小  診療所
     　丹羽70 丹羽郡大口町丸２－７１ 常　勤:    1 新規 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4448530,072,9 山田ファミリークリニ〒480-0103 0587-91-0777山田　高資 山田　高資 平25. 3. 1内   小   他  診療所
     　丹羽72 ック 丹羽郡扶桑町柏森郷西１９５ 常　勤:    2 新規 アレ リハ 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4449530,074,5 ひじかた整形外科 〒480-0104 0587-91-0012土方　康三 土方　康三 平26. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     　丹羽74 丹羽郡扶桑町斎藤榎２３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4450530,075,2 つくしこころクリニッ〒480-0147 0587-94-0800医療法人ｔｓｕｋｕｓ髙野　磨美 平26. 8. 1他   心内 精  診療所
     　丹羽75 ク 丹羽郡大口町竹田２－２１－２ 常　勤:    1ｈｉ　理事長　古林　 新規 小   現存
     (医       1)裕晶 平26. 8. 1児童精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4451530,076,0 つくしファミリークリ〒480-0146 0587-94-0294医療法人ｔｓｕｋｕｓ青木　幹根 平28. 1. 1内   外   小  診療所
     　丹羽76 ニック 丹羽郡大口町余野５－２９２ 常　勤:    1ｈｉ　理事長　古林　 新規 他   現存
     (医       1)裕晶 平28. 1. 1他は、循環器内
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4452530,077,8 医療法人白木ふそう耳〒480-0102 0587-91-1187医療法人白木ふそう耳白木　精 平28. 8. 1耳い アレ 診療所
     　丹羽77 鼻咽喉科 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰１２４ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　白 組織変更 現存
     (医       1)木　精 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4453530,078,6 さのクリニック 〒480-0139 0587-94-0222佐野　幹 佐野　幹 平28.10. 1内   他   小  診療所
     　丹羽78 丹羽郡大口町奈良子１－２６９ 常　勤:    1 交代 循内 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4454530,079,4 藤掛クリニック 〒480-0105 0587-81-7162藤掛　貴敏 藤掛　貴敏 平29. 3. 1眼   診療所
     　丹羽79 丹羽郡扶桑町南山名高塚５－１イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール扶桑２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4455530,080,2 やすだ内科クリニック〒480-0102 0587-92-3331安田　信之 安田　信之 平29. 4. 1内   他   診療所
     　丹羽80 丹羽郡扶桑町高雄定光寺１３０－常　勤:    1 新規 他は循環器内科現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1、糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4456530,081,0 ロータス在宅専門クリ〒480-0151 0587-95-5111医療法人医仁会　理事小林　勝正 平29. 5. 1内   外   呼内診療所
     　丹羽81 ニック 丹羽郡大口町さつきケ丘１－１４常　勤:    3長　小林　勝正 新規 他   整外 現存
     ３ (医       3) 平29. 5. 1他は消化器内科
     非常勤:    8
     (医       8)
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 4457560,026,8 山本医院 〒497-0000 05679-5-2056山本　美代子 山本　美代子 昭35. 9. 3内   小外 眼  診療所
     　海部26 海部郡蟹江町西福田中畑８２ 常　勤:    1 耳   現存
     (医       1) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4458560,094,6 船入病院 〒497-0030 0567-95-1285猪飼　道彦 猪飼　道彦 昭44. 3. 1療養        71病院
     　海部94 海部郡蟹江町宝１－５９６ 常　勤:    4 内   外   胃  現存
     (医       4) 平29. 3. 1こう 皮   整外
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4459560,114,2 渡辺整形外科医院 〒497-0031 05679-5-0630渡辺　弘則 渡辺　弘則 昭52. 4. 1整外 リハ 診療所
     　海部114 海部郡蟹江町須成南五本田１９７常　勤:    1 休止
     ９－１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4460560,134,0 中川医院 〒490-1137 052-444-3250中川　二郎 中川　二郎 昭58. 6.30内   小   産婦診療所
     　海部134 海部郡大治町堀之内苗代４５５－常　勤:    1 リハ 現存
     １ (医       1) 平28. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4461560,143,1 加藤胃腸科内科とびし〒490-1431 0567-52-2000医療法人良斉会　理事荒川　直之 平 6.10. 1内   胃   小  診療所
     　海部143 まこどもクリニック 海部郡飛島村服岡４ー８ 常　勤:    2長　荒川　直之 その他 放   現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4462560,159,7 医療法人太田医院 〒490-1434 0567-52-2047医療法人太田医院　理太田　啓介 平元. 4. 1内   小   診療所
     　海部159 海部郡飛島村松之郷２－３６－１常　勤:    1事長　太田　啓介 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4463560,162,1 医療法人　久保田内科〒497-0058 0567-96-2600医療法人　久保田内科久保田　稔 平 2. 1. 1内   他   小  診療所
     　海部162 クリニック 海部郡蟹江町富吉３－２３０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 消内 現存
     (医       1)久保田　稔 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4464560,166,2 医療法人こうのう内科〒490-1131 052-443-3631医療法人こうのう内科高納　修 平 2. 7. 1一般         2診療所
     　海部166 海部郡大治町長牧浦畑５－１ 常　勤:    1　理事長　高納　修 内   小   アレ現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4465560,189,4 医療法人尾張温泉かに〒497-0052 0567-96-2000医療法人尾張温泉かに榊原　敏正 平26.10. 1一般        26病院
     　海部189 え病院 海部郡蟹江町西之森長瀬下６５－常　勤:    6え病院　理事長　真野 移動 療養        92現存
     １４ (医       5)　寿雄 平26.10. 1内   神内 整外
     (薬       1) リウ リハ 他  
     非常勤:   29 老内
     (医      27)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4466560,201,7 安藤医院 〒490-1136 052-444-2301医療法人藤枝会　理事安藤　峯子 平 8. 4. 1内   小   診療所
     　海部201 海部郡大治町花常中切１３１５－常　勤:    1長　安藤　峯子 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4467560,206,6 医療法人フューチャー〒497-0040 0567-95-9311医療法人フューチャー山本　有機 平 9. 1. 1内   小   循  診療所
     　海部206 　山本医院 海部郡蟹江町城４－４２３ 常　勤:    1　理事長　山本　有機 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4468560,218,1 かとうクリニック 〒497-0032 0567-96-2233加藤　庄次 加藤　庄次 平11. 4. 1外   内   小  診療所
     　海部218 海部郡蟹江町今本町通２２ 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4469560,225,6 中原クリニック 〒490-1142 052-449-1313医療法人メディフォー中原　秀也 平12. 1. 1外   内   小  診療所
     　海部225 海部郡大治町三本木屋形１８５ 常　勤:    1　理事長　中原　秀也 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4470560,226,4 循環器科・内科すずき〒497-0050 0567-96-5155鈴木　孝弘 鈴木　孝弘 平12. 3.31循   内   診療所
     　海部226 クリニック 海部郡蟹江町学戸４－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4471560,229,8 はら医院 〒490-1136 052-443-6662原　努 原　努 平12.11. 1内   小   診療所
     　海部229 海部郡大治町花常福島３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4472560,230,6 ふなとクリニック 〒497-0040 0567-95-0088医療法人ふなとクリニ船戸　善彦 平13. 4. 1内   外   小  診療所
     　海部230 海部郡蟹江町城３－４８２ 常　勤:    1ック　理事長　船戸　 組織変更 皮   整外 リハ現存
     (医       1)善彦 平25. 4. 1胃   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4473560,233,0 奥村整形外科・リウマ〒490-1142 052-445-5667奥村　猛 奥村　猛 平13. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　海部233 チ科クリニック 海部郡大治町三本木前深田１１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
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 4474560,234,8 眼科尾関クリニック 〒497-0050 0567-97-0024尾関　年則 尾関　年則 平13. 7. 1眼   診療所
     　海部234 海部郡蟹江町学戸２－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4475560,235,5 とうない耳鼻咽喉科 〒490-1137 052-445-4133医療法人とうない耳鼻東内　朗 平13. 7. 1耳   アレ 小  診療所
     　海部235 海部郡大治町堀之内大堀１７５－常　勤:    2咽喉科　理事長　東内 組織変更 気食 現存
     １ (医       1)　朗 平25. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4476560,241,3 梶原クリニック 〒497-0034 0567-96-9911梶原　顕彦 梶原　顕彦 平14. 9. 1内   放   診療所
     　海部241 海部郡蟹江町本町９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4477560,250,4 上田医院 〒497-0040 0567-95-2215伊佐治　彰之 伊佐治　彰之 平15.10. 1内   外   皮  診療所
     　海部250 海部郡蟹江町城２－２２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4478560,254,6 みずのホームクリニッ〒490-1144 052-444-2270水野　裕支 水野　裕支 平16. 4. 1内   外   胃  診療所
     　海部254 ク 海部郡大治町西條土井ノ池３１－常　勤:    1 交代 こう 現存
     ４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4479560,257,9 耳鼻咽喉科たけうちク〒497-0034 0567-94-5505竹内　淳 竹内　淳 平16. 5. 1耳い アレ 診療所
     　海部257 リニック 海部郡蟹江町本町１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4480560,262,9 よしはる皮膚科 〒497-0033 0567-96-4489寺西　好治 寺西　好治 平17. 4. 1皮   診療所
     　海部262 海部郡蟹江町蟹江本町５－１００常　勤:    1 新規 現存
     ニューシティ蟹江六番館１０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4481560,266,0 いそべクリニック 〒497-0034 0567-94-1531医療法人ＡｖｅｃＶｏ磯部　潮 平17.10. 1精   神   心内診療所
     　海部266 海部郡蟹江町本町１１－１６９第常　勤:    2ｕｓ　理事長　磯部　 組織変更 リハ 現存
     ２６オーシャンプラザ３階 (医       2)潮 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4482560,279,3 みなと医療生活協同組〒497-0032 0567-94-1611みなと医療生活協同組高木　弘已 平20. 8. 1内   小   放  診療所
     　海部279 合　かにえ診療所 海部郡蟹江町今下六反田１１ 常　勤:    1合　理事長　尾関　俊 新規 現存
     (医       1)紀 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4483560,281,9 まつうらこども診療所〒490-1142 052-449-2661医療法人心医会　理事松浦　恩来 平23. 1. 1小   診療所
     　海部281 海部郡大治町三本木西之川１０７常　勤:    1長　松浦　恩来 組織変更 現存
     －１ (医       1) 平29. 1. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   515 頁

 4484560,283,5 すぎうらクリニック 〒497-0034 0567-97-0700杉浦　正彦 杉浦　正彦 平23.11. 1内   外   小  診療所
     　海部283 海部郡蟹江町本町１１－３０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4485560,284,3 医療法人　葉倫会　み〒490-1142 052-444-7005医療法人葉倫会　理事翠　尚子 平23.10. 1内   他   小  診療所
     　海部284 きクリニック 海部郡大治町三本木屋形１０６ 常　勤:    1長　翠　尚子 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4486560,285,0 さら　クリニック 〒497-0058 0567-94-6077鈴木　竜世 鈴木　竜世 平24. 7. 1心内 精   診療所
     　海部285 海部郡蟹江町富吉４－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4487560,286,8 川村眼科医院 〒497-0040 0567-95-4118川村　雅英 川村　雅英 平24.11.13眼   診療所
     　海部286 海部郡蟹江町城１－５８３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.13
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4488560,289,2 飯田ファミリークリニ〒497-0058 0567-94-4891医療法人飯田ファミリ飯田　有二 平25. 1. 1外   内   他  診療所
     　海部289 ック 海部郡蟹江町富吉３－２６０ 常　勤:    1ークリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　飯田　有二 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4489560,292,6 増田医院 〒497-0040 0567-95-1615増田　健太郎 増田　健太郎 平26. 5. 1他   内   小  診療所
     　海部292 海部郡蟹江町城２－４９６ 常　勤:    3 交代 皮   現存
     (医       3) 平26. 5. 1ペイン内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4490560,294,2 つつみ整形外科クリニ〒497-0050 0567-97-0223堤　秀樹 堤　秀樹 平26. 9. 1整外 リハ 診療所
     　海部294 ック 海部郡蟹江町学戸２－１２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4491560,295,9 前田内科 〒497-0058 0567-95-8434前田　豊 前田　豊 平26.11. 1内   他   小  診療所
     　海部295 海部郡蟹江町富吉４－１００ 常　勤:    2 交代 消内 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4492560,296,7 やまだクリニック 〒497-0031 0567-96-5600医療法人　Ｙａｍａｄ山田　新一 平28. 2. 1内   他   アレ診療所
     　海部296 海部郡蟹江町須成西市之坪１６１常　勤:    1ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　 組織変更 小   現存
     ６－１ (医       1)Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 平28. 2. 1他は、脳神経内
     非常勤:    2　理事長　山田　新一 科・糖尿病内科
     (医       2) ・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4493560,297,5 成山ひだまりクリニッ〒497-0050 0567-94-7680成山　泰道 成山　泰道 平29. 8. 1ひ   内   皮  診療所
     　海部297 ク 海部郡蟹江町学戸１－３９ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4494560,298,3 クリニックかにえ 〒497-0044 0567-96-7008医療法人尾張温泉かに松崎　安孝 平29.11. 1内   診療所
     　海部298 海部郡蟹江町蟹江新田佐屋川東４常　勤:    1え病院　理事長　真野 新規 現存
     ８－１ (医       1)　寿雄 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4495560,299,1 回生堂クリニック 〒497-0035 0567-96-5707吉兼　正英 吉兼　正英 平30. 5. 1内   小   診療所
     　海部299 海部郡蟹江町蟹江新町中之割１４常　勤:    2 交代 現存
     ８－１ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4496570,049,8 医療法人共生会　みど〒470-3411 0569-65-1111医療法人共生会　理事牧　佐知子 昭42. 8. 1精神       237病院
     (571,049,3) りの風　南知多病院 知多郡南知多町豊丘孫廻間８６ 常　勤:    7長　田中　誠 精   内   歯  現存
     　知多49 (医       6) 平24. 8. 1心内 
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4497570,120,7 医療法人赫和会杉石病〒470-2357 0569-72-1155医療法人赫和会　理事杉石　宗隆 昭33.11. 1一般        80病院
     　知多120 院 知多郡武豊町向陽１－１１７ 常　勤:    6長　杉石　宗隆 療養        60療養病床
     (医       6) 平24.11. 1内   小   他  現存
     非常勤:   29 外   脳外 皮  
     (医      29) 耳い リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4498570,132,2 愛知県厚生農業協同組〒470-2404 0569-82-0395愛知県厚生農業協同組水野　志朗 昭39. 6. 1一般       199病院
     　知多132 合連合会　知多厚生病知多郡美浜町河和西谷８１－６ 常　勤:   28合連合会　代表理事理 一般（感染） 療養病床
     院 (医      27)事長　佐治　康弘 平30. 6. 1             6現存
     (薬       1) 療養        15
     非常勤:   52 内   呼内 他  
     (医      52) 神内 小   外  
     整外 リウ 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     循内、消内、糖
     内、血内、消外
     、乳外、こう外
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4499570,162,9 石川眼科 〒470-2345 0569-72-2731石川　三郎 石川　三郎 昭45. 7. 1眼   診療所
     　知多162 知多郡武豊町西門１－３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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 4500570,172,8 渡辺病院 〒470-3235 0569-87-2111医療法人瑞心会　理事渡邊　靖之 昭51. 7. 1一般        80病院
     　知多172 知多郡美浜町野間上川田４５－２常　勤:    7長　渡邊　靖之 療養        31現存
     (医       4) 平24. 7. 1内   神内 小  
     (薬       3) 整外 脳外 皮  
     非常勤:   20 リハ 他   
     (医      19)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4501570,174,4 柳原医院 〒470-2102 0562-83-2471柳原　喬 柳原　喬 昭58.12. 1内   診療所
     　知多174 知多郡東浦町緒川竹塚９－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4502570,186,8 都築医院 〒470-2101 0562-84-0555都築　千枝子 都築　千枝子 昭55. 8. 1内   小   診療所
     　知多186 知多郡東浦町森岡半ノ木８５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4503570,194,2 医療法人石川医院 〒470-2531 0569-73-3332医療法人石川医院　理石川　文易 昭62. 4. 1内   ひ   皮  診療所
     　知多194 知多郡武豊町冨貴外面８４－６ 常　勤:    1事長　石川　文易 小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4504570,198,3 医療法人上床医院 〒470-3412 0569-65-0604医療法人上床医院　理上床　正 平 2. 4. 1内   循   小  診療所
     　知多198 知多郡南知多町豊浜中村２３－１常　勤:    1事長　上床　正 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4505570,201,5 医療法人顕心会辻医院〒470-2407 0569-82-0106医療法人顕心会　理事辻　克人 平 2. 9. 1内   胃   小  診療所
     　知多201 知多郡美浜町河和北屋敷９８ 常　勤:    1長　辻　克人 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4506570,202,3 医療法人山田内科 〒470-2211 0569-48-3737医療法人山田内科　理山田　悟 平 3. 5. 1内   胃   リハ診療所
     　知多202 知多郡阿久比町草木平井堀３ 常　勤:    1事長　山田　悟 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4507570,204,9 愛知県厚生農業協同組〒470-3505 0569-67-2267愛知県厚生農業協同組保里　恵一 平 5. 3. 1内   小   診療所
     　知多204 合連合会　知多厚生病知多郡南知多町篠島神戸３０１－常　勤:    1合連合会　代表理事理 現存
     院附属篠島診療所 １ (医       1)事長　佐治　康弘 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4508570,206,4 内科毛受医院 〒470-2343 0569-72-6432毛受　弘親 毛受　弘親 平 4. 2.12内   消   小  診療所
     　知多206 知多郡武豊町小迎１４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4509570,207,2 医療法人大慧会　飯塚〒470-2202 0569-48-2131医療法人大慧会飯塚医飯塚　直彦 平 4. 3. 1内   小   他  診療所
     　知多207 医院 知多郡阿久比町福住六反田１－９常　勤:    1院　理事長　飯塚　直 消内、糖内 現存
     (医       1)彦 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4510570,208,0 医療法人大岩医院 〒470-3412 0569-65-0184医療法人大岩医院　理大岩　大介 平15.11. 1内   小   消  診療所
     　知多208 知多郡南知多町豊浜上大田面１２常　勤:    1事長　大岩　大介 移動 リハ 眼   皮  現存
     －１ (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4511570,209,8 巽ケ丘クリニック 〒470-2102 0562-35-1111岡本　嘉仁 岡本　嘉仁 平 5. 4. 1内   循   小  診療所
     　知多209 知多郡東浦町緒川丸山２－１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4512570,210,6 広渡レディスクリニッ〒470-2201 0569-48-7703廣渡　恒治 廣渡　恒治 平 5.11. 1一般        12診療所
     　知多210 ク 知多郡阿久比町白沢天神前２７ 常　勤:    1 新規 産   婦   小  現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4513570,212,2 榊原医院 〒470-2401 0569-82-0205榊原　良一 榊原　良一 平 6. 1. 1内   呼   小  診療所
     　知多212 知多郡美浜町布土大池４１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4514570,213,0 新美医院 〒470-2401 0569-82-0223新美　佳苗 新美　佳苗 平 6. 1.17眼   診療所
     　知多213 知多郡美浜町布土和田１１８－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4515570,215,5 阿久比クリニック 〒470-2212 0569-48-8866稲垣　豊 稲垣　豊 平 6. 5. 1内   小   診療所
     　知多215 知多郡阿久比町卯坂米山１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4516570,217,1 医療法人社団藤樹会藤〒470-2103 0562-83-8111医療法人社団藤樹会　藤澤　稔 平 6. 7. 1内   外   他  診療所
     　知多217 沢医院 知多郡東浦町石浜白山１－１００常　勤:    2理事長　藤澤　稔 組織変更 消内、乳外、こ療養病床
     (医       1) 平24. 7. 1う外 現存
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4517570,218,9 大岩医院 〒470-3321 0569-62-0138大岩　昇 大岩　昇 平 6.12.27内   リハ 外  診療所
     　知多218 知多郡南知多町内海亥新田１１５常　勤:    4 交代 皮ひ 整外 婦  現存
     －１ (医       4) 平27.12.27耳   胃   
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 4518570,219,7 水野医院 〒470-3321 0569-62-0233水野　澄子 水野　澄子 平 7. 1.21内   小   診療所
     　知多219 知多郡南知多町内海北向９３－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4519570,224,7 浜田整形外科・内科ク〒470-2413 0569-82-5511医療法人浜田整形外科濱田　敏彰 平 8. 8. 1一般        19診療所
     　知多224 リニック 知多郡美浜町古布屋敷１８２ー５常　勤:    2・内科クリニック　理 組織変更 内   外   整外現存
     (医       2)事長　濱田　敏彰 平29. 8. 1胃   循   リハ
     非常勤:   28 小   
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4520570,225,4 浅井外科 〒470-2201 0569-48-8787医療法人ディスニック浅井　俊人 平 8. 8. 1一般        19診療所
     　知多225 知多郡阿久比町白沢天神前３３－常　勤:    2　理事長　浅井　俊人 組織変更 脳外 整外 内  現存
     ２ (医       2) 平29. 8. 1リハ 外   消  
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4521570,227,0 さとう内科クリニック〒470-2102 0562-83-5166佐藤　之彦 佐藤　之彦 平 9. 1. 1胃   内   呼  診療所
     　知多227 知多郡東浦町緒川家下１５ 常　勤:    1 新規 循   小   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4522570,228,8 石川病院 〒470-2331 0569-72-2345医療法人聖会　理事長石川　和夫 平 9. 1. 1一般        30病院
     　知多228 知多郡武豊町ヒジリ田２３ 常　勤:    3　石川　覚也 組織変更 療養        30現存
     (医       3) 平30. 1. 1内   他   神内
     非常勤:   27 小   皮   外  
     (医      27) 整外 リハ リウ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4523570,230,4 東ケ丘クリニック 〒470-2202 0569-48-5551医療法人東ケ丘クリニ神原　徳久 平 9. 4. 1内   小   呼  診療所
     　知多230 知多郡阿久比町福住高根台１１－常　勤:    1ック　理事長　神原　 組織変更 循   アレ 現存
     ６ (医       1)徳久 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4524570,231,2 ちゅうや整形外科 〒470-2316 0569-73-7770石川　忠也 石川　忠也 平 9. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     　知多231 愛知県知多郡武豊町二ケ崎１－７常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4525570,232,0 医療法人ふれあい会　〒470-2403 0569-82-5222医療法人ふれあい会　小寺　和夫 平 9.12. 1内   他   診療所
     　知多232 美浜クリニック 知多郡美浜町北方山鼻７７－７ 常　勤:    1理事長　政本　進午 新規 他は人工透析内現存
     (医       1) 平27.12. 1科
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 4526570,233,8 前田クリニック 〒470-2105 0562-84-6618医療法人昭新会　理事前田　吉昭 平10. 1. 1内   胃   眼  診療所
     　知多233 知多郡東浦町藤江山敷１３９－５常　勤:    2長　前田　吉昭 組織変更 皮   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4527570,235,3 小林クリニック 〒470-2105 0562-84-5858小林　峰生 小林　峰生 平10. 5. 1ひ   内   外  診療所
     　知多235 知多郡東浦町藤江前田４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4528570,236,1 奥村医院 〒470-2543 0569-72-0623医療法人明水会　理事奥村　泰明 平10. 7. 1内   小   診療所
     　知多236 知多郡武豊町大屋敷７２ー４ 常　勤:    1長　奥村　泰明 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4529570,238,7 医療法人寿康会大府病〒470-2101 0562-83-3161医療法人寿康会　理事岡田　寿夫 平10.10. 1精神       158病院
     　知多238 院 知多郡東浦町森岡上源吾１ 常　勤:    5長　岡田　寿夫 組織変更 精   神   内  現存
     (医       5) 平28.10. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4530570,242,9 ハーブ内科皮フ科 〒470-2206 0569-48-9074医療法人ハーブ内科皮竹内　秀俊 平12. 1. 1内   胃   循  診療所
     　知多242 知多郡阿久比町横松宮前６７ 常　勤:    1フ科　理事長　竹内　 組織変更 皮   小   リウ現存
     (医       1)秀俊 平30. 1. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4531570,243,7 白井医院 〒470-3503 0569-63-0029白井　正人 白井　正人 平12. 4. 1内   消   診療所
     　知多243 知多郡南知多町師崎向島１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4532570,245,2 まつおか整形外科 〒470-2102 0562-82-1222松岡　秀起 松岡　秀起 平27. 9.24整外 脳外 内  診療所
     　知多245 知多郡東浦町緒川大門二区３４－常　勤:    1 移動 リウ リハ 現存
     １ (医       1) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4533570,246,0 よしだ眼科 〒470-2102 0562-82-1902吉田　正和 吉田　正和 平30. 3.18眼   診療所
     　知多246 知多郡東浦町緒川大門二区４４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4534570,247,8 耳鼻咽喉科武豊醫院 〒470-2380 0569-72-8733戸田　均 戸田　均 平12.10. 1耳   気食 アレ診療所
     　知多247 知多郡武豊町平井６－１１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4535570,248,6 榊原整形外科 〒470-2357 0569-73-6811医療法人榊原　理事長榊原　孝夫 平12.10. 1一般        19診療所
     　知多248 知多郡武豊町向陽５－２ 常　勤:    1　榊原　孝夫 組織変更 整外 外   形外現存
     (医       1) 平24.10. 1内   リウ リハ
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4536570,250,2 なかしまキッズクリニ〒470-2302 0569-74-0555中島　崇博 中島　崇博 平12.11. 1小   循   アレ診療所
     　知多250 ック 知多郡武豊町鹿ノ子田２－４０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4537570,252,8 高津耳鼻咽喉科 〒470-2201 0569-49-2525医療法人高津耳鼻咽喉髙津　暢尚 平13. 4. 1耳い アレ 小  診療所
     　知多252 知多郡阿久比町白沢天神裏４１－常　勤:    1科　理事長　髙津　暢 組織変更 現存
     ２ (医       1)尚 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4538570,254,4 すこやかクリニック 〒470-2389 0569-71-0315医療法人マックス　理杉石　識行 平16. 7. 1脳外 内   リハ診療所
     　知多254 知多郡武豊町長宗２－３２ 常　勤:    1事長　杉石　識行 移動 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4539570,255,1 渡辺クリニック 〒470-2201 0569-48-0202渡邉　博幸 渡邉　博幸 平14. 6. 1ひ   皮   診療所
     　知多255 知多郡阿久比町白沢天神裏１０－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4540570,257,7 岡田ハートクリニック〒470-2214 0569-49-2100岡田　規雄 岡田　規雄 平14.10. 1内   循   診療所
     　知多257 知多郡阿久比町椋岡角前田５２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4541570,261,9 医療法人壮夏会　於大〒470-2102 0562-82-1911医療法人壮夏会　理事竹内　意 平15. 4. 1内   診療所
     　知多261 クリニック 知多郡東浦町緒川大門二区２ 常　勤:    1長　糸井　達哉 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4542570,264,3 医療法人宏友会　竹内〒470-2205 0569-47-1275医療法人宏友会　理事竹内　宏幸 平15. 8. 1一般        19診療所
     　知多264 整形外科・内科クリニ知多郡阿久比町萩新川３５ 常　勤:    5長　竹内　宏幸 新規 整外 リウ リハ現存
     ック (医       4) 平27. 8. 1内   循   呼  
     (薬       1) 神内 脳外 麻  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4543570,265,0 皮フ科　アレルギー科〒470-2104 0562-82-1008医療法人昭新会　理事田中　伸 平15.11. 1皮   アレ 診療所
     　知多265 　東知多クリニック 知多郡東浦町生路門田９６－２ 常　勤:    3長　前田　吉昭 新規 現存
     (医       3) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4544570,266,8 みたに整形外科 〒470-2104 0562-82-0114三谷　光生 三谷　光生 平16. 3. 1整外 内   リハ診療所
     　知多266 知多郡東浦町生路門田９３ 常　勤:    1 新規 リウ 小外 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4545570,267,6 医療法人壮夏会於大ク〒470-2204 0569-49-3811医療法人壮夏会　理事堀家　敬司 平16. 4. 1内   診療所
     　知多267 リニック阿久比 知多郡阿久比町宮津西森下１４－常　勤:    1長　糸井　達哉 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4546570,268,4 やまもとクリニック 〒470-2103 0562-82-0600医療法人あやめ会　理山本　原嗣 平17. 1. 1内   他   小  診療所
     　知多268 知多郡東浦町石浜西平地１７－２常　勤:    3事長　山本　原嗣 組織変更 循内、消内 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4547570,271,8 ゆりクリニック 〒470-2101 0562-82-3337医療法人ウェルエイド岡庭　紀子 平18. 1. 1内   小   他  診療所
     　知多271 知多郡東浦町森岡前田１６－１ 常　勤:    1　理事長　山本　さゆ 組織変更 精   リハ 現存
     (医       1)り 平30. 1. 1消内
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4548570,273,4 日間賀島診療所 〒470-3504 0569-68-2345安井　健三 安井　健三 平18. 8. 1外   内   皮  診療所
     　知多273 知多郡南知多町日間賀島東側１２常　勤:    1 交代 現存
     ３ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4549570,274,2 あぐい南クリニック 〒470-2215 0569-49-0373新海　正啓 新海　正啓 平18.12. 1ひ   内   消  診療所
     　知多274 知多郡阿久比町矢高高岡北８６ 常　勤:    2 新規 小   現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4550570,275,9 耳鼻咽喉科みやこクリ〒470-2103 0562-82-3859都築　秀明 都築　秀明 平18.12. 1耳い アレ 小  診療所
     　知多275 ニック 知多郡東浦町石浜なかね１２－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4551570,276,7 森岡台あべ内科クリニ〒470-2101 0562-84-1155阿部　知司 阿部　知司 平18.12. 1内   呼   アレ診療所
     　知多276 ック 知多郡東浦町森岡下今池３４－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4552570,277,5 よしかねクリニック 〒470-2309 0569-73-0089医療法人よしかねクリ芳金　弘昭 平19. 4. 1内   胃   診療所
     　知多277 知多郡武豊町梨子ノ木３－１－３常　勤:    1ニック　理事長　芳金 組織変更 現存
     (医       1)　弘昭 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4553570,279,1 寿一会佐々眼科 〒470-2214 0569-48-6688医療法人寿一会　理事佐々　美代子 平19. 8. 1眼   診療所
     　知多279 知多郡阿久比町椋岡菱田８－１６常　勤:    1長　佐々　壽一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
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 4554570,280,9 オアシスクリニック知〒470-2205 0569-49-0002医療法人メディカルフ髙田　徹 平19.10. 1皮   形外 診療所
     　知多280 多 知多郡阿久比町萩池下３７－１ 常　勤:    1ォワード　理事長　髙 組織変更 現存
     (医       1)田　徹 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4555570,281,7 内科・外科渡辺医院 〒470-2333 0569-72-1195渡邉　浩次 渡邉　浩次 平20.12. 1内   他   呼内診療所
     　知多281 知多郡武豊町高野前８０ 常　勤:    1 移動 外   整外 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4556570,282,5 ひだかこどもクリニッ〒470-2102 0562-82-0700日髙　啓量 日髙　啓量 平20. 5. 1小   アレ 診療所
     　知多282 ク 知多郡東浦町緒川大門一区３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4557570,284,1 じこう内科 〒470-2357 0569-74-1011医療法人榊原　理事長慈幸　弘樹 平21. 2. 1内   他   診療所
     　知多284 知多郡武豊町向陽５－１ 常　勤:    1　榊原　孝夫 新規 糖尿病内科、呼休止
     (医       1) 平27. 2. 1吸器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4558570,285,8 げんきの森皮フ科 〒470-2103 0562-85-2923安本　昌紀 安本　昌紀 平22. 6. 1皮   アレ 診療所
     　知多285 知多郡東浦町石浜中央１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4559570,286,6 医療法人羽栗会　夏目〒470-3501 0569-63-0335医療法人羽栗会　理事粟生　いつ子 平22. 9. 1内   診療所
     　知多286 医院 知多郡南知多町大井江崎２４ 常　勤:    1長　粟生　洋 交代 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4560570,292,4 東浦医院 〒470-2105 0562-83-2270中野　 中野　 平23.10. 1内   他   小  診療所
     　知多292 知多郡東浦町藤江下廻間３６－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4561570,293,2 あぐい小児科クリニッ〒470-2202 0569-89-2020竹内　剛 竹内　剛 平26. 2. 1小   アレ 診療所
     　知多293 ク 知多郡阿久比町福住坊田３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4562570,294,0 耳鼻咽喉科すみやクリ〒470-2204 0569-49-3154医療法人すみやクリニ角谷　昌昭 平26. 4. 2耳い アレ 小  診療所
     　知多294 ニック 知多郡阿久比町宮津宮天神２４－常　勤:    1ック　理事長　角谷　 組織変更 現存
     １ (医       1)昌昭 平26. 4. 2
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 4563570,295,7 わたなべ小児科 〒470-2389 0569-71-0567医療法人わたなべ小児渡邊　次夫 平26. 7. 1小   診療所
     　知多295 知多郡武豊町長宗２－４３ 常　勤:    1科　理事長　渡邊　次 組織変更 現存
     (医       1)夫 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4564570,296,5 なしの木眼科 〒470-2309 0569-89-0767石川　亮 石川　亮 平26.11. 1眼   診療所
     　知多296 知多郡武豊町梨子ノ木９－７４４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4565570,297,3 眼科冨田クリニック 〒470-2201 0569-49-3322医療法人清輝会　理事冨田　一之 平27.10. 1眼   診療所
     　知多297 知多郡阿久比町白沢二反ノ田５７常　勤:    1長　冨田　一之 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4566570,298,1 じこう医院 〒470-2382 0569-74-0311慈幸　弘樹 慈幸　弘樹 平28. 4. 1内   他   診療所
     　知多298 知多郡武豊町東長宗１３－１ 常　勤:    1 新規 他は、糖尿病内現存
     (医       1) 平28. 4. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4567570,299,9 前田医院 〒470-3233 0569-87-0063前田　一之 前田　一之 平28. 4. 1他   内   小  診療所
     　知多299 知多郡美浜町奥田御茶銭９８－５常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平28. 4. 1他は循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4568570,300,5 おがわ耳鼻咽喉科クリ〒470-2102 0562-82-5200大竹　康敬 大竹　康敬 平28. 9. 1耳い 小   診療所
     　知多300 ニック 知多郡東浦町緒川旭１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4569570,301,3 くめクリニック 〒470-2388 0569-74-3377久米　充芳 久米　充芳 平29. 4. 1内   呼内 小  診療所
     　知多301 知多郡武豊町中山２－１２－９ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4570570,302,1 かっぱのお家クリニッ〒470-3503 0569-47-7430医療法人社団明創会　清水　康一朗 平29. 5. 1内   小   他  診療所
     　知多302 ク 知多郡南知多町師崎神戸浦３４ 常　勤:    1理事長　湯浅　和哉 新規 他は漢方内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4571600,024,5 京ケ峰岡田病院 〒444-0104 0564-62-1421岡田　庸男 岡田　庸男 昭43.11.11精神       480病院
     (601,024,0) 額田郡幸田町坂崎石ノ塔８ 常　勤:   15 精   心内 内  現存
     　額田24 (医      15) 平28.11.11歯   
     非常勤:   10
     (医       9)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4572600,028,6 鈴木眼科医院 〒444-0103 0564-62-4612鈴木　裕之 鈴木　裕之 昭51. 7. 1眼   診療所
     　額田28 額田郡幸田町大草松山１２－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4573600,034,4 鈴木内科 〒444-0113 0564-62-8181鈴木　進 鈴木　進 平元. 5. 1内   診療所
     　額田34 額田郡幸田町菱池三保田１－７４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4574600,035,1 医療法人健幸会佐野胃〒444-0103 0564-62-5411医療法人健幸会　理事佐野　博 平元. 7. 1胃   外   皮  診療所
     　額田35 腸科・外科 額田郡幸田町大草松山１２－４ 常　勤:    1長　佐野　博 こう 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4575600,039,3 医療法人社団敬祥会幸〒444-0103 0564-62-8675医療法人社団敬祥会　二宮　敬宇 平 9. 7. 1産   婦   小  診療所
     　額田39 田産婦人科 額田郡幸田町大草広野７６ 常　勤:    1理事長　二宮　敬宇 移動 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4576600,042,7 西山クリニック 〒444-0103 0564-62-8781西山　礼二 西山　礼二 平 7.10. 1他   アレ 診療所
     　額田42 額田郡幸田町大草広野３０ 常　勤:    1 新規 耳鼻気食・耳い現存
     (医       1) 平28.10. 1、小耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4577600,044,3 医療法人むらかみ整形〒444-0111 0564-63-2366医療法人むらかみ整形村上　英喜 平 8. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　額田44 外科 額田郡幸田町高力広面２ 常　勤:    2外科　理事長　村上　 組織変更 外   現存
     (医       2)英喜 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4578600,045,0 とみた小児科 〒444-0114 0564-63-1180冨田　博 冨田　博 平 8. 5. 1小   診療所
     　額田45 額田郡幸田町横落竹ノ花２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4579600,046,8 医療法人日高医院 〒444-0124 0564-63-1155医療法人日高医院　理日高　恵一 平 9. 3. 1内   小   診療所
     　額田46 額田郡幸田町深溝東道祖神７－１常　勤:    1事長　日高　恵一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4580600,047,6 医療法人やまざきクリ〒444-0113 0564-62-5225医療法人やまざきクリ山﨑　泰爾 平18.12.18内   他   アレ診療所
     　額田47 ニック 額田郡幸田町菱池源田６２－２ 常　勤:    1ニック　理事長　山﨑 移動 小   現存
     (医       1)　泰爾 平24.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4581600,048,4 牧原整形外科クリニッ〒444-0116 0564-63-5678牧原　敦彦 牧原　敦彦 平 9. 5. 1整外 リウ 外  診療所
     　額田48 ク 額田郡幸田町芦谷後シロ５－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4582600,050,0 こうた皮フ科クリニッ〒444-0103 0564-56-1311大河内　康行 大河内　康行 平12. 3. 1皮   小   診療所
     　額田50 ク 額田郡幸田町大草大正３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
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 4583600,051,8 野々村クリニック 〒444-0116 0564-56-6500野々村　仁志 野々村　仁志 平13. 3. 1ひ   内   診療所
     　額田51 額田郡幸田町芦谷伯楽６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4584600,054,2 おはら内科クリニック〒444-0104 0564-62-8400小原　央生 小原　央生 平15.12. 1内   他   アレ診療所
     　額田54 額田郡幸田町坂崎上田３１－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4585600,055,9 三河クリニック 〒444-0104 0564-63-2480森川　冴子 森川　冴子 平17.11. 7内   ひ   他  診療所
     　額田55 額田郡幸田町坂崎西長根２５－７常　勤:    2 組織変更 皮   現存
     ２ (医       2) 平29.11. 7腎内、透析内
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4586600,057,5 幸田中央クリニック 〒444-0117 0564-56-8200医療法人雅祐会　理事神谷　文雅 平18.11. 1内   他   小  診療所
     　額田57 額田郡幸田町相見越丸６ 常　勤:    2長　神谷　文雅 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4587600,058,3 こうた眼科クリニック〒444-0113 0564-63-3888内藤　賢吾 内藤　賢吾 平21. 1. 1眼   診療所
     　額田58 額田郡幸田町菱池細井８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4588600,059,1 こん野ファミリークリ〒444-0103 0564-56-1505医療法人こん野ファミ金野　浩二 平21.10. 1小   内   アレ診療所
     　額田59 ニック 額田郡幸田町大草瓶割６５－１ 常　勤:    1リークリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　金野　浩二 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4589600,060,9 三ケ根クリニック 〒444-0124 0564-62-2055金子　佳史 金子　佳史 平24. 1. 1内   他   小  診療所
     　額田60 額田郡幸田町深溝権行寺１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4590610,004,5 医療法人寿光会　寿光〒470-0224 0561-32-1935医療法人寿光会　理事阿井　信吾 平14. 4. 1一般        53病院
     (611,004,0) 会中央病院 みよし市三好町石畑５ 常　勤:    8長　篠崎　仁史 移動 療養       120現存
     　みよし4 (医       6) 平26. 4. 1内   外   皮  
     (歯       1) 循   消   呼  
     (薬       1) 歯   
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4591610,008,6 みよし市民病院 〒470-0224 0561-33-3300みよし市長　小野田　伊藤　治 平13. 5. 7一般        68病院
     　みよし8 みよし市三好町八和田山１５ 常　勤:   14賢治 移動 療養        54現存
     (医      14) 平25. 5. 7内   消   放  
     非常勤:   34 外   整外 リハ
     (医      34) ひ   耳い 皮  
     小   循   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4592610,043,3 医療法人白宇会天王内〒470-0224 0561-32-2002医療法人白宇会　理事大橋　進 昭63. 4. 1内   他   診療所
     　みよし43 科 みよし市三好町天王９４－３ 常　勤:    1長　大橋　進 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4593610,051,6 堀田整形外科クリニッ〒470-0224 0561-32-2880堀田　厚志 堀田　厚志 平 8. 4. 1整外 外   皮  診療所
     　みよし51 ク みよし市三好町石畑５５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4594610,055,7 鈴木内科クリニック 〒470-0201 0561-26-3948鈴木　高造 鈴木　高造 平 9.10. 1内   小   リハ診療所
     　みよし55 みよし市黒笹町下田３－１ 常　勤:    1 新規 循   呼   アレ現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4595610,058,1 平岩皮フ科 〒470-0224 0561-33-1500平岩　厚郎 平岩　厚郎 平10. 8. 1皮   診療所
     　みよし58 みよし市三好町大坪２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4596610,061,5 ひらの内科クリニック〒470-0202 0561-36-1008平野　朝光 平野　朝光 平12. 9. 1内   消   小  診療所
     　みよし61 みよし市三好丘７－５－７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4597610,063,1 ひまわり皮ふ科 〒470-0202 0561-33-0444原田　雄可 原田　雄可 平25. 2.13皮   診療所
     　みよし63 みよし市三好丘２－５－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4598610,064,9 たなかマタニティクリ〒470-0203 0561-33-4103田中　信之 田中　信之 平12.12. 1一般         8診療所
     　みよし64 ニック みよし市三好丘旭３－４－３ 常　勤:    1 新規 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4599610,067,2 花レディースクリニッ〒470-0207 0561-33-0311医療法人花レディース花澤　勇樹 平13. 7. 1一般        19診療所
     　みよし67 ク みよし市福谷町細田１－３ 常　勤:    2クリニック　理事長　 新規 産   婦   小  現存
     (医       2)花澤　勇樹 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4600610,068,0 永井医院 〒470-0224 0561-33-5211医療法人清源会　理事永井　利正 平13.10.12内   循   消  診療所
     　みよし68 みよし市三好町弥栄１１－４ 常　勤:    1長　永井　利正 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25.10.12
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 4601610,070,6 三好ヶ丘クリニック 〒470-0202 0561-36-2000医療法人桜医会　理事櫻井　充 平14. 4. 1内   小   循  診療所
     　みよし70 みよし市三好丘１－５－５ 常　勤:    2長　櫻井　充 組織変更 アレ リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4602610,071,4 三好ヶ丘メディカルク〒470-0207 0561-36-5011鈴木　亮 鈴木　亮 平14. 5.21内   外   整外診療所
     　みよし71 リニック みよし市福谷町寺田６ 常　勤:    1 交代 耳い 皮   小  現存
     (医       1) 平26. 5.21他   リハ 
     循内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4603610,074,8 医療法人　三好丘こど〒470-0202 05613-3-0505医療法人三好丘こども川瀬　久美子 平15. 1. 1小   診療所
     　みよし74 もクリニック みよし市三好丘３－８－４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)川瀬　久美子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4604610,075,5 かすやメンタルクリニ〒470-0202 0561-33-0880粕谷　高明 粕谷　高明 平15. 3. 1心内 神   精  診療所
     　みよし75 ック みよし市三好丘２－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4605610,076,3 たきざわ胃腸科外科 〒470-0224 0561-33-5555滝沢　健次郎 滝沢　健次郎 平15. 4. 1他   外   整外診療所
     　みよし76 みよし市三好町中島５５－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27. 4. 1消内、こう外
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4606610,078,9 くまさんこどもクリニ〒470-0224 0561-33-3555医療法人チャイルドラ大澤　正彦 平18. 4. 1小   アレ 診療所
     　みよし78 ック みよし市三好町中島１１３－１ 常　勤:    1イクマインド　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大澤　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4607610,079,7 はしたにクリニック 〒470-0226 0561-33-5380端谷　毅 端谷　毅 平18. 8. 1心内 精   神  診療所
     　みよし79 みよし市西一色町東２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4608610,080,5 三好眼科クリニック 〒470-0207 0561-33-4567医療法人双樹会　理事福地　雅之 平18.11. 1眼   診療所
     　みよし80 みよし市福谷町壱丁田２０－５ 常　勤:    1長　河合　卓哉 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4609610,082,1 みよしメンタルクリニ〒470-0224 0561-33-1780医療法人美衣会　理事村田　ゆみ 平19. 9. 1心内 精   内  診療所
     　みよし82 ック みよし市三好町木之本４９－２ 常　勤:    1長　加藤　鈴幸 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4610610,083,9 みすクリニック 〒470-0224 0561-34-7511翠　健一郎 翠　健一郎 平19.11. 1内   神内 診療所
     　みよし83 みよし市三好町小坂７５アーバン常　勤:    1 新規 現存
     シティ三好２階 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4611610,085,4 たかもと内科クリニッ〒470-0207 0561-33-4646高本　知 高本　知 平20. 4. 1内   他   小  診療所
     　みよし85 ク みよし市福谷町壱丁田２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4612610,086,2 三好ヶ丘整形外科 〒470-0207 0561-33-0111日比野　守道 日比野　守道 平20.12. 1整外 外   リウ診療所
     　みよし86 みよし市福谷町壱丁田１－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4613610,088,8 森脇レディースクリニ〒470-0224 0561-33-5512医療法人　崇生会　理森脇　崇之 平23. 7. 1婦   診療所
     　みよし88 ック みよし市三好町小坂７５アーバン常　勤:    1事長　森脇　崇之 組織変更 現存
     シティ三好２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4614610,089,6 三好アイ・クリニック〒470-0224 0561-34-3221医療法人昇三会　理事青山　公彦 平24. 5. 1眼   診療所
     　みよし89 みよし市三好町青木８８ 常　勤:    1長　黒土　升蔵 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4615610,091,2 なかじま内科皮フ科 〒470-0213 0561-32-9800中島　守夫 中島　守夫 平24. 9. 1内   他   皮  診療所
     　みよし91 みよし市打越町島ノ山９２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4616610,093,8 宇田ファミリークリニ〒470-0227 0561-35-1311医療法人ほのか　理事宇田　哲也 平25. 5. 1内   小   他  診療所
     　みよし93 ック みよし市園原４－１－４ 常　勤:    1長　宇田　哲也 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4617610,095,3 にしだ耳鼻咽喉科 〒470-0202 0561-33-0878医療法人順風会　理事西田　基 平25. 8. 1耳い アレ 診療所
     　みよし95 みよし市三好丘２－５－１ 常　勤:    1長　西田　基 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4618610,096,1 まつおかこどもクリニ〒470-0224 0561-34-0181松岡　宏 松岡　宏 平25.10.28小   アレ 診療所
     　みよし96 ック みよし市三好町上ケ池１２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10.28
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 4619610,098,7 臼井整形外科 〒470-0224 0561-33-1039臼井　透 臼井　透 平27. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     　みよし98 みよし市三好町上ヶ池１４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4620610,099,5 すずき耳鼻咽喉科 〒470-0224 0561-33-3341医療法人すずき耳鼻咽鈴木　亨 平27. 4. 1耳い 他   アレ診療所
     　みよし99 みよし市三好町井ノ花８１－１ 常　勤:    1喉科　理事長　鈴木　 組織変更 小   現存
     (医       1)亨 平27. 4. 1小児耳鼻咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4621610,100,1 永田眼科クリニック 〒470-0224 0561-34-4600医療法人明咲光　理事永田　志麻 平27. 9. 8眼   診療所
     　みよし100 みよし市三好町中島６６－１ 常　勤:    1長　永田　志麻 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 9. 8
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4622610,101,9 いしい外科三好クリニ〒470-0224 0561-33-3911医療法人恵徹会　理事石井　大 平28. 4. 1脳外 整外 外  診療所
     　みよし101 ック みよし市三好町中島３０－１ 常　勤:    1長　石井　大 組織変更 リハ 内   皮  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4623630,015,7 東栄町国民健康保険東〒449-0216 0536-79-3311東栄町長　村上　孝治丹羽　治男 昭42. 6. 1一般        40病院
     　北設15 栄病院 北設楽郡東栄町三輪上栗５ 常　勤:    2 内   外   精  療養病床
     (医       2) 平30. 6. 1小   整外 消  現存
     非常勤:   14 耳い 循   
     (医      13)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4624630,042,1 東栄町国民健康保険東〒449-0206 0536-76-0545東栄町長　村上　孝治丹羽　美和子 昭48. 4. 3内   小   眼  診療所
     　北設42 栄病院附属下川診療所北設楽郡東栄町下田市場２９－４常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平30. 4. 3
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4625630,053,8 豊根村診療所 〒449-0404 0536-85-1675豊根村長　伊藤　実 魚住　隆雄 平10. 4. 1内   診療所
     　北設53 北設楽郡豊根村上黒川長野田２４常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4626630,054,6 伊藤内科 〒441-2301 0536-62-0558伊藤　隆啓 伊藤　隆啓 平11. 9. 1内   外   小  診療所
     　北設54 北設楽郡設楽町田口稗田３－３ 常　勤:    1 交代 放   リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4627630,056,1 ひらい診療所 〒449-0206 0536-77-0733関本　衛 関本　衛 平16. 6. 1外   内   ひ  診療所
     　北設56 北設楽郡東栄町下田平井３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
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 4628630,057,9 月新堂医院 〒441-2301 0536-62-0026伊藤　幸義 伊藤　幸義 平17. 4. 1内   診療所
     　北設57 北設楽郡設楽町田口白根土１５－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4629630,059,5 設楽町つぐ診療所 〒441-2601 0536-83-3001設楽町　設楽町長　横柏野　進 平17.10. 1内   小   脳外診療所
     　北設59 北設楽郡設楽町津具中林２６ 常　勤:    1山　光明 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4630630,060,3 富山診療所 〒431-4121 0536-89-2222豊根村長　伊藤　実 魚住　隆雄 平17.11.27内   診療所
     　北設60 北設楽郡豊根村富山下栃１３－３常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4631710,001,0 愛知県厚生農業協同組〒441-3415 0531-22-2131愛知県厚生農業協同組長谷　智 平12.10. 1一般       261病院
     　田原1 合連合会渥美病院 田原市神戸町赤石１－１ 常　勤:   31合連合会　代表理事理 移動 療養        55現存
     (医      31)事長　佐治　康弘 平24.10. 1内   精   呼  
     非常勤:   35 消   循   小  
     (医      35) 外   整外 脳外
     皮   形外 ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4632710,006,9 永井医院 〒441-3415 05312-2-0227永井　徹 永井　徹 昭57. 1.22内   小   外  診療所
     　田原6 田原市神戸町深田２２ 常　勤:    1 皮ひ 現存
     (医       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4633710,008,5 第２国見医院 〒441-3421 0531-23-2302国見　英敏 国見　英敏 昭63. 2. 1内   小   外  診療所
     　田原8 田原市田原町石取下５４－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4634710,009,3 まち眼科 〒441-3421 0531-22-2710医療法人医真会　理事真智　直子 平 5.11. 1眼   診療所
     　田原9 田原市田原町殿町５０－２ 常　勤:    1長　真智　直子 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4635710,011,9 医療法人國見会國見医〒441-3421 05312-2-0756医療法人國見会　理事國見　知明 平 7. 6.19内   小   循  診療所
     　田原11 院 田原市田原町東大浜５７ 常　勤:    1長　國見　知明 移動 消   精   心内現存
     (医       1) 平28. 6.19他   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4636710,012,7 きまた眼科 〒441-3421 05312-3-1092木全　一幹 木全　一幹 平 9. 3. 1眼   診療所
     　田原12 田原市田原町南番場３９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
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 4637710,014,3 ふくい眼科 〒441-3427 05312-2-5878福井　玲子 福井　玲子 平 3. 2. 1眼   診療所
     　田原14 田原市加治町奥恩中６３－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4638710,016,8 北山クリニック 〒441-3427 0531-23-3946医療法人北山会　理事北山　太朗 平 5. 4. 1内   外   小  診療所
     　田原16 田原市加治町奥恩中５－１ 常　勤:    1長　北山　太朗 皮   リハ アレ現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4639710,017,6 かわせ小児科 〒441-3422 05312-2-1230川瀬　玲子 川瀬　玲子 平 5. 7. 1小   皮   内  診療所
     　田原17 田原市赤石１－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4640710,018,4 医療法人永心会河合医〒441-3427 0531-22-6133医療法人永心会河合医河合　浩 平 6.10. 1内   ひ   小  診療所
     　田原18 院 田原市加治町洲田８ 常　勤:    2院　理事長　河合　浩 組織変更 外   現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4641710,020,0 かわさき整形外科クニ〒441-3412 05312-2-7700川崎　章二 川崎　章二 平 9.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　田原20 リック 田原市谷熊町松ノ本３９－１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4642710,021,8 医療法人　富永医院 〒441-3417 0531-23-1316医療法人富永医院　理富永　潤 平11. 1. 1内   消   小  診療所
     　田原21 田原市豊島町前田１３３－２ 常　勤:    1事長　富永　潤 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4643710,022,6 山本耳鼻咽喉科 〒441-3422 0531-24-4100山本　真一郎 山本　真一郎 平12.10. 1耳   診療所
     　田原22 田原市赤石４－７３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4644710,024,2 杉の森皮ふ科クリニッ〒441-3422 0531-29-1112杉本　東 杉本　東 平15. 5. 1皮   アレ 診療所
     　田原24 ク 田原市赤石２－１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4645710,025,9 ふれあいばし診療所 〒441-3416 0531-29-2500医療法人五敬会　理事荒木　信泰 平17. 4. 1内   他   アレ診療所
     　田原25 田原市東赤石４－１ 常　勤:    1長　荒木　信泰 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4646710,026,7 おかだクリニック 〒441-3611 05313-7-0001岡田　正直 岡田　正直 昭50. 9.15内   他   耳い診療所
     　田原26 田原市石神町西沖田７ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平29. 9.15循内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4647710,027,5 丸山医院 〒441-3617 05313-3-0313丸山　純夫 丸山　純夫 昭53. 4. 1内   外   整外診療所
     　田原27 田原市福江町横井１０ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4648710,028,3 医療法人北山会　北山〒441-3605 0531-37-0023医療法人北山会　理事北山　郁子 昭64. 1. 1一般    診療所
     　田原28 医院 田原市江比間町西砂畑２２ 常　勤:    2長　北山　太朗 内   婦   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4649710,029,1 医療法人朽名医院 〒441-3613 0531-33-0162医療法人朽名医院　理朽名　誠 平元.11. 1内   外   整外診療所
     　田原29 田原市古田町郷中１５９－３ 常　勤:    2事長　朽名　誠 脳外 リハ 小  現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4650710,030,9 川瀬医院 〒441-3627 05313-5-1511川瀬　修二 川瀬　修二 平 6.10. 1内   小   消  診療所
     　田原30 田原市堀切町浜畑８４ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4651710,032,5 医療法人芳心会昭和医〒441-3615 0531-32-3749医療法人芳心会昭和医太田　兼吉 平14.10. 1内   小   眼  診療所
     　田原32 院 田原市中山町儀呂２５２－１ 常　勤:    1院　理事長　太田　兼 移動 現存
     (医       1)吉 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4652710,034,1 藤岡医院 〒441-3614 0531-32-1515医療法人藤岡医院　理藤岡　俊久 平18. 4. 1内   消   小  診療所
     　田原34 田原市保美町土尻１９ 常　勤:    1事長　藤岡　俊久 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4653710,035,8 津金医院 〒441-3617 0531-33-0222医療法人英会　理事長津金　隆一 平20. 4. 1内   脳外 外  診療所
     　田原35 田原市福江町下地４１ 常　勤:    1　津金　隆一 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4654710,036,6 医療法人有心会　あつ〒441-3415 0531-24-2322医療法人有心会　理事大木　隆弘 平21. 6. 1ひ   内   他  診療所
     　田原36 みメディカルクリニッ田原市神戸町堀池７７－１ 常　勤:    1長　前田　憲志 新規 腎臓内科（人工現存
     ク (医       1) 平27. 6. 1透析）
     非常勤:   10
     (医      10)
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 4655710,037,4 菜の花内科クリニック〒441-3415 0531-22-7777佐々木　真 佐々木　真 平21.12. 1内   他   アレ診療所
     　田原37 田原市神戸町明土９－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4656710,038,2 医療法人有心会かんべ〒441-3415 0531-22-5557医療法人有心会　理事栗野　浩 平28. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     　田原38 整形リハビリクリニッ田原市神戸町堀池５１－１ 常　勤:    1長　前田　憲志 新規 現存
     ク (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4657710,040,8 宮木内科 〒441-3421 0531-23-0232医療法人幸宮会　理事宮木　幸彦 平28. 7. 1内   小   診療所
     　田原40 田原市田原町晩田３４－１ 常　勤:    1長　宮木　幸彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4658710,041,6 田原南こころのクリニ〒441-3421 0531-27-7100河野　正弘 河野　正弘 平28.11. 1心内 精   他  診療所
     　田原41 ック 田原市田原町新清谷１０２－１田常　勤:    1 新規 他は、老年精神現存
     原プラザ１階 (医       1) 平28.11. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4659710,042,4 田原市赤羽根診療所 〒441-3502 0531-45-3505田原市長　山下　政良浅野　慎介 平30. 4. 1内   診療所
     　田原42 田原市赤羽根町赤土１ 新規 現存
     平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4660720,005,9 マコト整形外科 〒496-0905 0567-25-7733佐藤　誠 佐藤　誠 昭62. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     　愛西5 愛西市北一色町昭和３１９ 常　勤:    1 皮   小外 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4661720,006,7 医療法人洋和会横井ク〒496-0904 0567-28-0567医療法人洋和会　理事鈴木　千恵 昭63.12. 1他   小   耳い診療所
     　愛西6 リニック 愛西市柚木町東田面１１２２－１常　勤:    1長　横井　宏志 循内 現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4662720,007,5 真野眼科 〒496-0902 0567-24-8818真野　清子 真野　清子 平 2. 3. 1眼   診療所
     　愛西7 愛西市須依町砂山１１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4663720,008,3 産婦人科佐屋クリニッ〒496-0901 0567-28-0311真野　哲郎 真野　哲郎 平 3. 5. 1小   産婦 婦  診療所
     　愛西8 ク 愛西市佐屋町宅地２０７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4664720,009,1 くわはら内科胃腸科 〒496-0922 0567-32-2411桑原　敏眞 桑原　敏眞 平 6. 4. 1内   胃   リハ診療所
     　愛西9 愛西市大野町郷裏８１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4665720,010,9 医療法人永好会加賀医〒496-0921 0567-31-0036医療法人永好会　理事加賀　克宏 平 7. 4. 1内   消   小  診療所
     　愛西10 院 愛西市大井町七川北３３ 常　勤:    1長　加賀　克宏 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4666720,011,7 井口内科クリニック 〒496-0905 0567-24-1175医療法人井口内科クリ井口　壽也 平 9.10. 1内   循   呼  診療所
     　愛西11 愛西市北一色町昭和２６３ー１ 常　勤:    1ニック　理事長　井口 組織変更 現存
     (医       1)　壽也 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4667720,012,5 渡辺クリニック 〒496-0901 0567-22-6500渡邉　成行 渡邉　成行 平14. 2. 1内   他   皮  診療所
     　愛西12 愛西市佐屋町堤西１０７ 常　勤:    1 新規 糖内、ペイン内現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4668720,013,3 こじま整形外科クリニ〒496-0903 0567-25-9911医療法人こじま整形外小島　敦 平14. 4. 1一般         1診療所
     　愛西13 ック 愛西市内佐屋町西新田８１－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)　小島　敦 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4669720,014,1 前田医院 〒496-0911 0567-22-6700前田　正司 前田　正司 平15. 2. 1外   内   消  診療所
     　愛西14 愛西市西保町同所新田１２ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4670720,018,2 大鹿医院分院 〒496-8014 0567-25-1222大鹿　英子 大鹿　英子 昭44.12. 1内   小   診療所
     　愛西18 愛西市町方町南堤外１－５３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4671720,021,6 医療法人服部内科診療〒496-8003 0567-25-5555医療法人服部内科診療服部　孝夫 昭62. 4. 1内   循   小  診療所
     　愛西21 所 愛西市千引町郷前２６ 常　勤:    1所　理事長　服部　孝 現存
     (医       1)夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4672720,023,2 倉下内科 〒496-8013 0567-28-7641倉下　隆 倉下　隆 平 3.10. 1内   小   診療所
     　愛西23 愛西市見越町川田４０５－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4673720,024,0 後藤クリニック 〒496-8007 0567-28-3005後藤　直史 後藤　直史 平 7. 3.25整外 外   内  診療所
     　愛西24 愛西市南河田町高台２－１ 常　勤:    1 交代 リハ リウ 放  現存
     (医       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4674720,025,7 医療法人彰和会おづク〒496-8009 0567-28-2358医療法人彰和会　理事萩原　廣彰 平 8. 1. 1内   胃   外  診療所
     　愛西25 リニック 愛西市小津町観音堂３ 常　勤:    1長　萩原　廣彰 組織変更 皮ひ こう リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4675720,026,5 みわ皮フ科 〒496-8014 0567-23-4112三輪　憲正 三輪　憲正 平21. 7. 1皮   小   診療所
     　愛西26 愛西市町方町三角１１０－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4676720,027,3 加藤クリニック 〒496-8015 0567-22-3000医療法人仁心会　理事加藤　元久 平16. 4. 1内   外   小  診療所
     　愛西27 愛西市草平町草場１１５－２ 常　勤:    1長　加藤　元久 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4677720,028,1 まえだこどもクリニッ〒496-8001 0567-22-1211医療法人すこやか会　前田　規秀 平16. 4. 1小   アレ 診療所
     　愛西28 ク 愛西市勝幡町駅東１４１－１ 常　勤:    1理事長　前田　規秀 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4678720,029,9 医療法人谷本医院 〒496-0933 0567-28-9888医療法人谷本医院　理谷本　光保 平10. 1. 1内   小   診療所
     　愛西29 愛西市戸倉町中屋敷６ 常　勤:    2事長　谷本　光保 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4679720,030,7 あき眼科クリニック 〒496-8001 0567-22-5445髙橋　亜紀 髙橋　亜紀 平17. 3. 1眼   診療所
     　愛西30 愛西市勝幡町駅東５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4680720,031,5 愛西市国民健康保険八〒496-8044 0567-37-0351愛西市長　日永　貴章鵜飼　康司 平17. 4. 1内   外   小  診療所
     　愛西31 開診療所 愛西市江西町宮西４３ 常　勤:    2 組織変更 呼   消   循  現存
     (医       1) 平29. 4. 1放   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4681720,032,3 とみたハートクリニッ〒496-0912 0567-26-0207富田　政明 富田　政明 平18. 7. 1循   内   診療所
     　愛西32 ク 愛西市東保町権右４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4682720,033,1 医療法人佳信会あすか〒496-0942 0567-24-1314医療法人佳信会　理事宇佐美　武 平18. 7. 1一般        19診療所
     　愛西33 クリニック愛西 愛西市山路町西新田２０ 常　勤:    1長　宗宮　信賢 新規 内   他   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4683720,034,9 羽賀糖尿病内科 〒496-0911 0567-28-7700羽賀　達也 羽賀　達也 平19. 4. 1内   他   診療所
     　愛西34 愛西市西保町堤外新田３５１４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4684720,035,6 金沢眼科 〒496-0911 0567-23-0030金　 圭（金沢匡高）金　 圭（金沢匡高）平20. 5. 1眼   診療所
     　愛西35 愛西市西保町堤外新田３５１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (医       1) 平26. 5. 1
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 4685720,036,4 医療法人前田ホームク〒496-8014 0567-23-2414医療法人前田ホームク前田　知幸 平25.11. 1内   小   精  診療所
     　愛西36 リニック 愛西市町方町大山田１０５ 常　勤:    2リニック　理事長　前 移動 現存
     (医       2)田　知幸 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4686720,037,2 鈴木整形外科 〒496-0906 0567-28-8838鈴木　匡史 鈴木　匡史 平22. 4. 1整外 外   リウ診療所
     　愛西37 愛西市日置町本郷７１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4687720,038,0 もり耳鼻咽喉科 〒496-0902 0567-22-1687医療法人慈光会　理事森　充広 平22. 5. 1耳い 診療所
     　愛西38 愛西市須依町大正３３－１ 常　勤:    1長　森　充広 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4688720,040,6 角鹿医院 〒496-0902 0567-28-0135角鹿　公一 角鹿　公一 平24. 3.17胃   内   外  診療所
     　愛西40 愛西市須依町庄屋敷７６－１ 常　勤:    2 交代 皮   リハ 他  現存
     (医       2) 平30. 3.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4689720,042,2 かみ形成外科 〒496-0911 0567-22-2077医療法人誠淑会　理事上　敏明 平24.11. 1一般         1診療所
     　愛西42 愛西市西保町北川原１７９－１４常　勤:    1長　上　敏明 組織変更 形外 美外 皮  現存
     ５ (医       1) 平24.11. 1外   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4690720,043,0 山本ウィメンズクリニ〒496-0922 0567-33-1177医療法人康成会　理事山本　恭史 平26. 4. 1一般         6診療所
     　愛西43 ック 愛西市大野町茶木５８ 常　勤:    2長　山本　恭史 組織変更 産   婦   他  現存
     (医       2) 平26. 4. 1乳腺内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4691720,044,8 山田ファミリークリニ〒496-0906 0567-22-3323医療法人登久会　理事山田　泰之 平27. 1. 1ひ   内   皮  診療所
     　愛西44 ック 愛西市日置町山の池７９ 常　勤:    1長　山田　泰之 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4692720,045,5 山田内科医院 〒496-8001 0567-28-7500山田　潤一 山田　潤一 平27.12. 9内   他   小  診療所
     　愛西45 愛西市勝幡町出崎１２３８ 常　勤:    1 交代 他は、消化器内現存
     (医       1) 平27.12. 9科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4693730,001,6 医療法人治門会山田医〒452-0055 052-501-6140医療法人治門会山田医山田　一恵 平 6. 4. 1小   アレ 内  診療所
     　清須1 院 清須市西枇杷島町北二ツ杁１３ 常　勤:    1院　理事長　山田　一 その他 現存
     (医       1)恵 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4694730,004,0 医療法人遠藤外科・整〒452-0001 052-502-8841医療法人遠藤外科・整谷川　智康 平 2. 9. 1整外 外   内  診療所
     　清須4 形外科 清須市西枇杷島町古城２－４－５常　勤:    1形外科　理事長　遠藤 リハ 小   現存
     (医       1)　真希 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4695730,005,7 医療法人欅会堀田クリ〒452-0034 052-502-4435医療法人欅会　理事長後藤　円治郎 平 8.10. 1内   診療所
     　清須5 ニック 清須市西枇杷島町日之出４６ 常　勤:    1　堀田　良 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4696730,007,3 森眼科 〒452-0003 052-504-5550森　宏明 森　宏明 平10. 2. 1一般         2診療所
     　清須7 清須市西枇杷島町末広８ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4697730,008,1 石原医院 〒452-0052 052-501-5131石原　正人 石原　正人 平13. 1. 1内   循   小  診療所
     　清須8 清須市西枇杷島町辰新田７１－１常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4698730,009,9 尾関医院 〒452-0026 052-501-5121尾関　規重 尾関　規重 平14.10. 6内   胃   小  診療所
     　清須9 清須市西枇杷島町橋詰７２－１ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平26.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4699730,010,7 西部休日急病診療所 〒452-0002 052-503-8277西春日井広域事務組合尾関　規重 平15. 4. 1内   小   診療所
     　清須10 清須市西枇杷島町花咲８４ 常　勤:    1　管理者　永田　純夫 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   21
     (医      18)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4700730,011,5 飯田医院 〒452-0014 052-501-5446飯田　芳樹 飯田　芳樹 平15. 9. 1皮   診療所
     　清須11 清須市西枇杷島町押花１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4701730,015,6 竹田皮フ科 〒452-0942 052-400-3030竹田　薫 竹田　薫 平 4. 6. 1皮   診療所
     　清須15 清須市清洲５０６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4702730,019,8 医療法人眞清会新川病〒452-0914 052-400-2711医療法人眞清会　理事恒川　武久 昭42. 4. 1療養       100病院
     　清須19 院 清須市土器野２６７ 常　勤:    1長　恒川　武久 内   外   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4703730,020,6 きとう医院 〒452-0908 052-400-7211前田　修 前田　修 平 9. 1. 1整外 小   内  診療所
     　清須20 清須市寺野美鈴７５ 常　勤:    1 その他 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4704730,021,4 三輪医院 〒452-0905 052-400-2057三輪　光彦 三輪　光彦 昭59. 3. 1内   小   診療所
     　清須21 清須市須ケ口１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4705730,022,2 小川医院 〒452-0907 052-400-6173小川　正廣 小川　正廣 昭61.12. 1内   小   外  診療所
     　清須22 清須市鍋片３－５９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4706730,023,0 医療法人友成会　名西〒452-0918 052-400-1121医療法人友成会　理事丘　博文 平 7. 3. 1一般        18診療所
     　清須23 クリニック 清須市桃栄２－２３０ 常　勤:    1長　丘　博文 組織変更 内   他   現存
     (医       1) 平28. 3. 1腎内、人工透析
     非常勤:    4 内
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4707730,024,8 こづか耳鼻咽喉科 〒452-0904 052-408-3055医療法人こづか耳鼻咽小塚　誠 平16.11. 1耳い アレ 小  診療所
     　清須24 清須市東須ケ口１０２－１ 常　勤:    1喉科　理事長　小塚　 組織変更 現存
     (医       1)誠 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4708730,025,5 きよす整形外科クリニ〒452-0931 052-400-1188佐藤　展之 佐藤　展之 平18. 5. 1整外 リハ 診療所
     　清須25 ック 清須市一場弓町５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4709730,026,3 きよすクリニック 〒452-0906 052-409-8585伊藤　喜亮 伊藤　喜亮 平18. 7. 1内   皮   外  診療所
     　清須26 清須市東外町４９－１ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4710730,029,7 すずきホームクリニッ〒452-0943 052-409-3800鈴木　英夫 鈴木　英夫 平20. 4. 1内   消   小  診療所
     　清須29 ク 清須市新清洲２－８－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4711730,030,5 丹羽医院 〒452-0962 052-400-3163丹羽　房子 丹羽　房子 平16. 1.22内   小   耳い診療所
     　清須30 清須市春日天神１３５ 常　勤:    2 気食 現存
     (医       2) 平28. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4712730,032,1 溝口クリニック 〒452-0961 052-409-0777溝口　文子 溝口　文子 平13.11. 7小   内   呼  診療所
     　清須32 清須市春日三番割２５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4713730,033,9 医療法人生寿会　五条〒452-0961 052-401-7272医療法人生寿会　理事島野　泰暢 平15. 3. 1一般        40病院
     　清須33 川リハビリテーション清須市春日新堀３３ 常　勤:    8長　亀井　克典 新規 療養       120現存
     病院 (医       4) 平27. 3. 1内   リハ 他  
     (薬       4) 腎臓内科（人工
     非常勤:   26 透析）、血管外
     (医      25) 科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4714730,034,7 ゆたかクリニック 〒452-0961 052-408-0171医療法人ゆたかクリニ加藤　裕 平17. 8. 1外   内   整外診療所
     　清須34 清須市春日新堀５２ 常　勤:    1ック　理事長　加藤　 組織変更 皮   現存
     (医       1)裕 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4715730,035,4 医療法人　水田医院 〒452-0931 052-400-3059医療法人水田医院　理水田　和孝 平22. 7. 1内   小   外  診療所
     　清須35 清須市一場屋舗１４１９ 常　勤:    2事長　水田　和孝 組織変更 皮   放   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4716730,036,2 まえの内科クリニック〒452-0933 052-401-2600前野　仁史 前野　仁史 平23.11. 2内   他   小  診療所
     　清須36 清須市西田中白山２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4717730,037,0 いけのや眼科 〒452-0961 052-401-8001池野谷　一輝 池野谷　一輝 平24. 9. 1眼   診療所
     　清須37 清須市春日小塚南７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4718730,039,6 あおぞらこどもクリニ〒452-0941 052-401-7667医療法人ｐｅａｃｅ　岩田　晶子 平25. 1. 1小   診療所
     　清須39 ック 清須市西市場３－１１－１９ 理事長　岩田　晶子 組織変更 現存
     平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4719730,040,4 枇杷島古城こころクリ〒452-0015 052-505-8818藤田　和幸 藤田　和幸 平25. 4. 1心内 精   診療所
     　清須40 ニック 清須市西枇杷島町泉７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4720730,041,2 びわじま整形外科 〒452-0051 052-505-8778医療法人承継会　理事井戸田　仁 平25.12. 1整外 リハ 外  診療所
     　清須41 清須市西枇杷島町大野３４－８ 常　勤:    1長　井戸田　力 交代 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4721730,042,0 はなさきクリニック 〒452-0001 052-503-4159医療法人はなさきクリ加藤　栄志 平28. 9.17内   小   呼内診療所
     　清須42 清須市西枇杷島町古城１－２－１常　勤:    1ニック　理事長　加藤 移動 アレ 現存
     ７ (医       1)　栄志 平28. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4722730,043,8 ゆうあいリハビリクリ〒452-0931 052-401-1611学校法人佑愛学園　理横井　清 平26. 6. 1リハ 整外 外  診療所
     　清須43 ニック 清須市一場神明前５１８ 常　勤:    1事長　丹羽　治一 新規 内   小   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4723730,044,6 ながしま耳鼻咽喉科ク〒452-0942 052-408-0005永島　義久 永島　義久 平26.11. 1耳い アレ 小  診療所
     　清須44 リニック 清須市清洲田中町５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4724730,045,3 このはなファミリーク〒452-0942 052-325-7596横倉　久幸 横倉　久幸 平27. 3. 1内   小   他  診療所
     　清須45 リニック 清須市清洲１－４－６ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平27. 3. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4725730,049,5 はるひ呼吸器病院 〒452-0962 052-400-7111医療法人清須呼吸器疾齊藤　雄二 平28. 5. 1一般        80病院
     　清須49 清須市春日流８－１ 常　勤:    9患研究会　理事長　齊 新規 療養        40現存
     (医       7)藤　雄二 平28. 5. 1内   呼内 呼外
     (薬       2) アレ 他   病理
     非常勤:   27 消内、循内
     (医      26)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4726730,050,3 須ヶ口クリニック 〒452-0905 052-400-5281医療法人清須呼吸器疾米田　有希子 平28. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     　清須50 清須市須ケ口２３３２－２ 常　勤:    1患研究会　理事長　齊 新規 現存
     (医       1)藤　雄二 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4727730,051,1 はあと在宅クリニック〒452-0932 052-325-8332医療法人はあと　理事渡邉　栄彦 平29. 7. 1内   他   診療所
     　清須51 清須市朝日天王５０－２第１マン常　勤:    2長　渡邉　栄彦 組織変更 他は老年精神科現存
     ション有花里１０６ (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4728730,052,9 トータルサポートクリ〒452-0943 052-887-5243医療法人社団明星会　湯浅　和哉 平29.12. 1リハ 神内 診療所
     　清須52 ニック清須 清須市新清洲２－２－１アマービ常　勤:    1理事長　永ノ尾　昭信 新規 現存
     レ新清洲２０１ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4729730,053,7 はなみずき整形外科ス〒452-0942 052-408-0087医療法人はなみずき　西森　康浩 平30. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     　清須53 ポーツクリニック 清須市清洲１－１８－８ 常　勤:    2理事長　西森　康浩 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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 4730730,054,5 おぐりクリニック 〒452-0914 052-400-6011医療法人　小栗会　理小栗　大吉 平30. 4. 1脳外 内   皮  診療所
     　清須54 清須市土器野２９６－１トキノテ常　勤:    2事長　小栗　大吉 組織変更 他   リハ 現存
     ラス３０２ (医       2) 平30. 4. 1他は、形成外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4731740,003,0 師勝産婦人科 〒481-0006 0568-22-4417吉田　勉 吉田　勉 昭55. 3. 1小   産婦 診療所
     　北名3 北名古屋市熊之庄射矢重１０－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4732740,004,8 山田クリニック 〒481-0006 0568-23-0598山田　兼松 山田　兼松 昭55.10. 1内   胃   外  診療所
     　北名4 北名古屋市熊之庄屋形３３７７－常　勤:    1 皮   麻   小  現存
     ２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4733740,006,3 新居クリニック 〒481-0014 0568-23-2200新居　均 新居　均 昭59. 1. 1内   呼   胃  診療所
     　北名6 北名古屋市井瀬木鴨７２ 常　勤:    1 麻   外   整外現存
     (医       1) 平29. 1. 1リハ こう 小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4734740,007,1 師勝耳鼻咽喉科 〒481-0004 0568-24-0987櫻井　正二 櫻井　正二 昭60. 7. 1耳   診療所
     　北名7 北名古屋市鹿田坂巻２１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4735740,009,7 医療法人三仁会　師勝〒481-0004 0568-23-4181医療法人三仁会　理事佐々木　康夫 平 8. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     　北名9 整形外科 北名古屋市鹿田清水５４ 常　勤:    1長　花村　浩克 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4736740,010,5 田中クリニック 〒481-0011 0568-25-7788田中　康之 田中　康之 平 7. 4. 1内   消   小  診療所
     　北名10 北名古屋市高田寺出口２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4737740,011,3 丹羽クリニック 〒481-0004 0568-25-6600丹羽　直 丹羽　直 平 8. 4. 1内   小   診療所
     　北名11 北名古屋市鹿田花の木１４０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4738740,012,1 師勝クリニック 〒481-0006 0568-22-4565医療法人ＭＤＭ　理事森　正幹 平17. 7. 1内   小   診療所
     　北名12 北名古屋市熊之庄八幡１１７－１常　勤:    1長　森　正幹 移動 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4739740,013,9 しかつ眼科クリニック〒481-0004 0568-25-1775野田　英明 野田　英明 平11. 7. 1眼   診療所
     　北名13 北名古屋市鹿田南蒲屋敷６８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 4740740,014,7 徳重クリニック 〒481-0004 0568-24-3456医療法人康德会　理事池田　哲朗 平11.10. 1内   循   神内診療所
     　北名14 北名古屋市鹿田神明附２６ 常　勤:    1長　池田　哲朗 組織変更 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4741740,015,4 医療法人済衆館済衆館〒481-0004 0568-21-0811医療法人済衆館　理事秋山　清次 平15. 4. 1一般       235病院
     (741,015,9) 病院 北名古屋市鹿田西村前１１１ 常　勤:   33長　今村　康宏 新規 療養       134現存
     　北名15 (医      31) 平27. 4. 1内   他   呼内
     (歯       1) リウ 小   外  
     (薬       1) 呼外 小外 整外
     非常勤:   57 脳外 ひ   眼  
     (医      54) 皮   リハ 放  
     (薬       3) 麻   歯外 
     消内、循内、脳
     内、腎内、糖・
     分泌内、消外、
     こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4742740,017,0 なるみやクリニック 〒481-0004 0568-25-1981成宮　正人 成宮　正人 平16. 6. 1内   小   診療所
     　北名17 北名古屋市鹿田栄１７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4743740,018,8 ようていファミリーク〒481-0006 0568-80-7124医療法人羊蹄会　理事河田　東 平17. 6. 1一般        19診療所
     　北名18 リニック 北名古屋市熊之庄宮地９７ 常　勤:    1長　中川　浩 新規 内   循   消  現存
     (医       1) 平29. 6. 1呼   整外 リウ
     非常勤:   14 リハ 小   皮  
     (医      14) 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4744740,019,6 はやかわ眼科 〒481-0004 0568-21-4800早川　みどり 早川　みどり 平17.11. 1眼   診療所
     　北名19 北名古屋市鹿田神明附４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4745740,020,4 医療法人倫紀会いぶき〒481-0006 0568-26-3600医療法人倫紀会　理事東　克謙 平18. 1. 1内   消   放  診療所
     　北名20 野クリニック 北名古屋市熊之庄宮地１０ 常　勤:    1長　東　克謙 組織変更 リハ 整外 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4746740,021,2 みやもと耳鼻咽喉科 〒481-0004 0568-24-8733宮本　浩行 宮本　浩行 平18. 2. 1耳い アレ 小  診療所
     　北名21 北名古屋市鹿田西村前４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4747740,026,1 小林産婦人科 〒481-0033 0568-22-3320小林　章甫 小林　章甫 昭48. 1. 1一般         9診療所
     　北名26 北名古屋市西之保深坪８２－２ 常　勤:    3 産   婦   現存
     (医       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4748740,029,5 末沢医院 〒481-0043 0568-23-6467末沢　実 末沢　実 昭56. 9. 1内   小   外  診療所
     　北名29 北名古屋市沖村蔵前３ 常　勤:    2 皮   リハ 麻  現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4749740,030,3 医療法人湯浅医院 〒481-0041 0568-21-0113医療法人湯浅医院　理湯浅　竜吾 平元. 7. 1内   小   診療所
     　北名30 北名古屋市九之坪北町３２ 常　勤:    1事長　湯浅　竜吾 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4750740,031,1 西春整形外科 〒481-0033 0568-21-5521堀　正身 堀　正身 平 5. 9. 1整外 リハ 耳  診療所
     　北名31 北名古屋市西之保深坪１９ 常　勤:    2 新規 リウ 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4751740,034,5 安田クリニック 〒481-0041 0568-26-2020安田　有祐 安田　有祐 平11. 4. 1外   胃   内  診療所
     　北名34 北名古屋市九之坪竹田１８８ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4752740,035,2 医療法人光寿会　光寿〒481-0041 0568-26-6180医療法人光寿会　理事伊藤　功 平15. 1.22療養       100病院
     　北名35 会リハビリテーション北名古屋市九之坪高田８５ 常　勤:    4長　多和田　壽枝 その他 内   現存
     病院 (医       4) 平27. 1.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4753740,036,0 さはし内科クリニック〒481-0039 0568-24-1384佐橋　渡 佐橋　渡 平14.10. 1内   消   小  診療所
     　北名36 北名古屋市法成寺西出６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4754740,037,8 東部休日急病診療所 〒481-0041 0568-23-0122西春日井広域事務組合成宮　正人 平15. 4. 1内   小   診療所
     　北名37 北名古屋市九之坪白山３９ 常　勤:    1　管理者　永田　純夫 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4755740,038,6 ハルクリニック 〒481-0038 0568-25-8001富野　晴彦 富野　晴彦 平16.10. 1内   外   呼  診療所
     　北名38 北名古屋市徳重米野３７－１ 常　勤:    1 新規 胃   こう リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4756740,040,2 酒井眼科 〒481-0012 0568-22-2225酒井　健児 酒井　健児 平18. 4. 1眼   診療所
     　北名40 北名古屋市久地野北浦６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4757740,041,0 もりメンタルクリニッ〒481-0040 0568-21-5568森　貞子 森　貞子 平18. 4. 1心内 精   神  診療所
     　北名41 ク 北名古屋市西春駅前１－１パティ常　勤:    1 新規 現存
     オ西春２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4758740,044,4 安藤クリニック 〒481-0033 0568-24-0001安藤　白二 安藤　白二 平19. 4. 1内   消   リハ診療所
     　北名44 北名古屋市西之保才戸２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4759740,045,1 北なごや皮フ科 〒481-0004 0568-21-1800医療法人北なごや皮フ久野　芳範 平19. 4. 1皮   診療所
     　北名45 北名古屋市鹿田清水９０－１ 常　勤:    1科　理事長　久野　芳 組織変更 現存
     (医       1)範 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4760740,046,9 かんやまクリニック 〒481-0004 0568-23-2007李　泰章（完山泰章）李　泰章（完山泰章）平20. 5. 1内   外   麻  診療所
     　北名46 北名古屋市鹿田栄１０９－１ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4761740,047,7 よしの耳鼻咽喉科 〒481-0012 0568-23-1212吉野　貴彦 吉野　貴彦 平20.10. 1耳い アレ 診療所
     　北名47 北名古屋市久地野北浦１００－１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4762740,048,5 西春眼科クリニック 〒481-0033 0568-26-7122医療法人ＮＥＯ　理事丹羽　勇志 平21. 4. 1眼   診療所
     　北名48 北名古屋市西之保立石３ 常　勤:    1長　丹羽　勇志 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4763740,049,3 こあし皮フ科クリニッ〒481-0012 0568-23-2001小芦　雄介 小芦　雄介 平22. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     　北名49 ク 北名古屋市久地野北浦１０１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4764740,051,9 ようてい健康増進クリ〒481-0033 0568-23-3355医療法人羊蹄会　理事吉田　多束 平24.11. 1内   他   呼内診療所
     　北名51 ニック 北名古屋市西之保三町地３－１ 常　勤:    2長　中川　浩 新規 脳外 アレ リウ現存
     (医       2) 平24.11. 1小   皮   
     非常勤:   16 消内、循内、糖
     (医      16) 内、分泌内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4765740,052,7 やまだ整形外科・リハ〒481-0006 0568-26-0055山田　兼吾 山田　兼吾 平25. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     　北名52 ビリクリニック 北名古屋市熊之庄屋形３３７２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4766740,053,5 大島ひふ科 〒481-0033 0568-21-0024加藤　司津子 加藤　司津子 平25. 9.19皮   診療所
     　北名53 北名古屋市西之保東屋敷３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4767740,054,3 にしのほう伊藤内科ク〒481-0033 0568-23-1109伊藤　彰浩 伊藤　彰浩 平26. 3. 1内   他   小  診療所
     　北名54 リニック 北名古屋市西之保中社２１－２ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4768740,056,8 名古屋整形外科・人工〒481-0011 0568-22-7772医療法人ＫＡＧ　理事藁科　秀紀 平26. 4. 1一般        19診療所
     　北名56 関節クリニック 北名古屋市高田寺一本橋７ 常　勤:    3長　藁科　秀紀 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4769740,059,2 北名古屋眼科 〒481-0004 0568-26-1151医療法人春清会　理事坂　隆裕 平28. 6.20眼   診療所
     　北名59 北名古屋市鹿田栄１１２ 常　勤:    1長　坂　隆裕 交代 現存
     (医       1) 平28. 6.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4770740,060,0 あだちこどもクリニッ〒481-0004 0568-27-3377安達　真也 安達　真也 平29. 9. 1小   アレ 他  診療所
     　北名60 ク 北名古屋市鹿田清水４０－１ 常　勤:    1 新規 他は新生児内科現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4771740,061,8 きむら泌尿器・腎臓内〒481-0012 0568-27-3788木村　恭祐 木村　恭祐 平30. 4. 1ひ   他   診療所
     　北名61 科クリニック 北名古屋市久地野北浦９８－１ 常　勤:    1 新規 他：腎内、女ひ現存
     (医       1) 平30. 4. 1、小ひ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4772750,001,1 愛知県厚生農業協同組〒498-0017 0567-65-2511愛知県厚生農業協同組山本　直人 昭35. 6.22一般       534地域支援
     (751,001,6) 合連合会　海南病院 弥富市前ケ須町南本田３９６ 常　勤:  150合連合会　代表理事理 一般（感染） 病院
     　弥富1 (医     147)事長　佐治　康弘 平29. 6.22             6現存
     (歯       2) 内   呼内 他  
     (薬       1) 神内 精   小  
     非常勤:   46 外   整外 形外
     (医      46) 脳外 心外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     リウ リハ 病理
     歯外 
     循内、消内、糖
     ・内分泌内、腎
     内、血内、老内
     、
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 4773750,004,5 海部共立クリニック 〒498-0006 0567-65-1171医療法人偕行会　理事井上　肇 平12. 4. 3内   診療所
     　弥富4 弥富市佐古木２－２８０－１ 常　勤:    1長　川原　弘久 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 3
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4774750,005,2 服部整形外科皮フ科 〒498-0006 0567-65-1200医療法人服和会　理事服部　達哉 平 8.11. 1一般         3診療所
     　弥富5 弥富市佐古木３－２９２－１ 常　勤:    2長　服部　達哉 その他 療養        15現存
     (医       1) 平29.11. 1整外 皮   リハ
     (薬       1) リウ 内   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4775750,006,0 医療法人本庄会笹医院〒498-0017 0567-67-0271医療法人本庄会　理事笹　敦 平元. 4. 1内   消   循  診療所
     　弥富6 弥富市前ケ須町午新田６６９－３常　勤:    1長　笹　敦 小   リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4776750,009,4 そぶえ整形外科 〒498-0038 0567-67-5010祖父江　直久 祖父江　直久 平 7.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　弥富9 弥富市中山町北脇６８７－１ 常　勤:    1 新規 小外 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4777750,010,2 医療法人青洲会　村瀬〒498-0031 0567-67-0022医療法人青洲会村瀬医岡島　晶子 平 8. 1. 1皮   整外 診療所
     　弥富10 医院 弥富市平島町西新田９０ 常　勤:    2院　理事長　岡島　晶 組織変更 現存
     (医       2)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4778750,012,8 医療法人小林医院 〒498-0001 0567-65-6655医療法人小林医院　理小林　正直 平10. 7. 1内   小   診療所
     　弥富12 弥富市西中地町中島９０ー１ 常　勤:    2事長　小林　正直 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4779750,014,4 板谷耳鼻咽喉科 〒498-0027 0567-65-6533板谷　知己 板谷　知己 平13. 5. 1耳   診療所
     　弥富14 弥富市鯏浦町南前新田２５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4780750,015,1 たなか整形外科リウマ〒498-0021 0567-65-5353田中　清次 田中　清次 平13.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　弥富15 チクリニック 弥富市鯏浦町車東１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4781750,016,9 森眼科 〒498-0017 0567-66-1010森　林平 森　林平 平15. 6. 1眼   診療所
     　弥富16 弥富市前ケ須町東勘助９０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4782750,017,7 なかむらクリニック 〒498-0015 0567-64-1888中村　肇 中村　肇 平15. 8. 1外   消   内  診療所
     　弥富17 弥富市海老江１－２６ 常　勤:    1 新規 リハ 小   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4783750,018,5 ハート内科クリニック〒498-0032 0567-66-0017医療法人ハート内科ク堀江　英生 平16.11. 1内   循   小  診療所
     　弥富18 弥富市平島中２－２４ 常　勤:    2リニック　理事長　堀 組織変更 現存
     (医       2)江　英生 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4784750,019,3 杉本クリニック 〒498-0048 0567-68-5656杉本　雅一 杉本　雅一 平17. 6. 1内   小   外  診療所
     　弥富19 弥富市稲吉２－１０－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4785750,020,1 医療法人すずきこども〒490-1401 0567-52-1000医療法人すずきこども鈴木　孝一 平10. 1. 1小   診療所
     　弥富20 クリニック 弥富市六條町中切８８－２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)鈴木　孝一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4786750,021,9 野村胃腸科 〒490-1413 0567-52-2526医療法人御幸会　理事野村　幸彦 平10. 4. 1一般        19診療所
     　弥富21 弥富市子宝２－１０５－４ 常　勤:    1長　野村　幸彦 組織変更 内   小   消  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4787750,022,7 偕行会リハビリテーシ〒490-1405 0567-52-3883医療法人偕行会　理事田丸　司 平14. 9. 1療養       120病院
     　弥富22 ョン病院 弥富市神戸５－１９・２０ 常　勤:    7長　川原　弘久 新規 リハ 内   現存
     (医       7) 平26. 9. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4788750,023,5 小笠原クリニック 〒490-1406 0567-56-5533小笠原　誠 小笠原　誠 平15. 2. 1内   消   小  診療所
     　弥富23 弥富市鍋平２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4789750,024,3 高村メディカルクリニ〒490-1406 0567-57-1611高村　真一 高村　真一 平16. 8. 1ひ   外   内  診療所
     　弥富24 ック 弥富市鍋平３－６０ 常　勤:    1 新規 皮   小   循  現存
     (医       1) 平28. 8. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4790750,025,0 中村眼科 〒498-0021 0567-67-5552中村　美晴 中村　美晴 平25.10. 1一般         3診療所
     　弥富25 弥富市鯏浦町車東１２ 常　勤:    1 新規 眼   他   現存
     (医       1) 平25.10. 1小児眼科
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4791750,026,8 医療法人佳信会　桜セ〒498-0032 0567-64-1011医療法人佳信会　理事宮城　壯太 平25.11. 1内   他   診療所
     　弥富26 ントラルクリニック 弥富市平島中３－３３ 常　勤:    1長　宗宮　信賢 新規 循環器内科、消現存
     (医       1) 平25.11. 1化器内科、腎臓
     非常勤:    3 内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4792750,029,2 愛西診療所 〒498-0006 0567-66-1662堀田　壽郎 堀田　壽郎 平26.10. 1外   内   診療所
     　弥富29 弥富市佐古木２－２６８－１キャ常　勤:    1 交代 現存
     ッスル松亀Ｂ号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4793750,031,8 篠田医院 〒498-0027 0567-65-6666日比　慎一郎 日比　慎一郎 平27. 6. 1内   呼内 消  診療所
     　弥富31 弥富市鯏浦町南前新田７０ー１ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4794750,032,6 こはら皮フ科 〒498-0027 0567-65-7737小原　勇気 小原　勇気 平28. 1. 1皮   診療所
     　弥富32 弥富市鯏浦町南前新田２７－１Ｙ常　勤:    1 交代 現存
     Ｔビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4795750,033,4 医療法人寿秀会　よし〒498-0017 0567-66-0777医療法人寿秀会　理事吉田　公秀 平30. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     　弥富33 だクリニック 弥富市前ケ須町東勘助１００－１常　勤:    1長　吉田　公秀 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 1他：緩和ケア内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4796760,004,3 医療法人研和会　吉岡〒497-0014 052-441-5211医療法人研和会　理事吉岡　研二 昭62.10. 1内   他   外  診療所
     　あま4 クリニック あま市七宝町鷹居７－４９ 常　勤:    1長　吉岡　大介 整外 皮   現存
     (医       1) 平29.10. 1消内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4797760,005,0 村上医院 〒497-0016 052-443-7771医療法人村上医院　理村上　博 平 3. 1. 1内   胃   小  診療所
     　あま5 あま市七宝町徳実郷５３－２ 常　勤:    1事長　村上　博 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4798760,006,8 医療法人宝会七宝病院〒497-0012 052-443-7800医療法人宝会　理事長宍戸　伸隆 平 4. 4. 1精神       190病院
     　あま6 あま市七宝町下田矢倉下１４３２常　勤:    8　覚前　淳 他   現存
     (医       6) 平28. 4. 1精神神経科
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4799760,007,6 栄生堂医院 〒497-0003 052-444-2008飛岡　紀彦 飛岡　紀彦 平11. 5. 1内   小   外  診療所
     　あま7 あま市七宝町秋竹三角５７２ 常　勤:    2 交代 皮   麻   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4800760,008,4 近藤内科クリニック 〒497-0001 052-444-0016近藤　一正 近藤　一正 平12. 1. 1内   循   小  診療所
     　あま8 あま市七宝町沖之島高畑１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4801760,009,2 医療法人佳信会　あす〒497-0001 052-449-1681医療法人佳信会　理事本川　正浩 平15.11. 1内   他   診療所
     　あま9 かクリニック あま市七宝町沖之島西流３６ 常　勤:    1長　宗宮　信賢 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4802760,010,0 角田内科医院 〒497-0002 052-444-0970角田　俊昭 角田　俊昭 平18.12. 1内   呼   循  診療所
     　あま10 あま市七宝町遠島鳥居先１８３－常　勤:    1 移動 現存
     ８８ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4803760,011,8 さとう耳鼻咽喉科クリ〒497-0011 052-441-3456佐藤　雄三 佐藤　雄三 平17. 9. 1耳い 診療所
     　あま11 ニック あま市七宝町安松８－１１５－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4804760,012,6 小西整形外科 〒497-0012 052-875-7178小西　伸夫 小西　伸夫 平19.10. 1整外 リハ 診療所
     　あま12 あま市七宝町下田折場９７６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4805760,013,4 後藤医院 〒497-0005 052-444-2133後藤　堅 後藤　堅 平21. 7. 1内   小   診療所
     　あま13 あま市七宝町伊福河原１４０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4806760,016,7 医療法人宮地会宮地ク〒490-1211 052-444-1064医療法人宮地会宮地ク宮地　洋英 昭58.10. 1内   小   他  診療所
     　あま16 リニック あま市篠田小塚４８ 常　勤:    2リニック　理事長　宮 皮   外   整外現存
     (医       2)地　洋英 平28.10. 1胃内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4807760,017,5 望月内科 〒490-1224 052-443-3320望月　章博 望月　章博 昭60.12. 1内   消   循  診療所
     　あま17 あま市丹波深田４８ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4808760,019,1 岩間クリニック 〒490-1205 052-442-7030医療法人純篤会　岩間岩間　糾 平 7. 5. 1内   他   診療所
     　あま19 あま市花正柳坪３２－２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 消内 現存
     (医       2)岩間　満 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4809760,020,9 伊東医院 〒490-1207 052-444-1033伊東　克典 伊東　克典 平 8.10.18内   小   診療所
     　あま20 あま市二ツ寺屋敷１７１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4810760,021,7 おち耳鼻咽喉科 〒490-1223 052-443-3080越知　美樹子 越知　美樹子 平12. 6. 1耳   小   診療所
     　あま21 あま市森山弁才天７２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4811760,022,5 しげやす内科クリニッ〒490-1211 052-449-5550医療法人しげやす内科谷　智満 平16. 1. 1内   循   小  診療所
     　あま22 ク あま市篠田稲荷４６ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)重康　敏明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4812760,024,1 山岸内科クリニック 〒490-1225 052-443-4891山岸　誠司 山岸　誠司 平18. 4. 1内   消   小  診療所
     　あま24 あま市蜂須賀下五反地５３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4813760,025,8 医療法人大和会おおさ〒490-1205 052-445-4777医療法人大和会　理事大澤　毅 平18. 8. 1眼   診療所
     　あま25 わ眼科 あま市花正五反田４１－２ 常　勤:    1長　大澤　敏夫 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4814760,026,6 近藤療院六町クリニッ〒490-1207 052-443-7145近藤　正文 近藤　正文 平19. 2. 1内   循   外  診療所
     　あま26 ク あま市二ツ寺六町３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4815760,030,8 長谷川医院 〒490-1111 052-444-2820長谷川　恒子 長谷川　恒子 昭43.11. 1内   小   診療所
     　あま30 あま市甚目寺市場７８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4816760,032,4 富田レディースクリニ〒490-1113 052-441-5811富田　悦充 富田　悦充 昭53. 2. 1産婦 診療所
     　あま32 ック あま市中萱津南ノ川６６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4817760,034,0 神田皮膚科 〒490-1111 052-442-3129神田　正明 神田　正明 昭63. 7. 1皮   診療所
     　あま34 あま市甚目寺桜田４８－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4818760,035,7 マスブン医院 〒490-1111 052-445-3037下方　辰幸 下方　辰幸 平24.10. 9他   内   小  診療所
     　あま35 あま市甚目寺松山８０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
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 4819760,036,5 医療法人もりや整形外〒490-1105 052-445-3711医療法人もりや整形外草田　潤一 平 8. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　あま36 科 あま市新居屋辻畑４９ 常　勤:    1科　理事長　草田　潤 組織変更 外   現存
     (医       1)一 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4820760,037,3 小林クリニック 〒490-1112 052-444-4500小林　秀雄 小林　秀雄 平11. 1. 1胃   内   こう診療所
     　あま37 あま市上萱津深見５ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4821760,038,1 眼科池田クリニック 〒490-1115 052-449-0077池田　晃三 池田　晃三 平11. 7. 1一般         2診療所
     　あま38 あま市坂牧坂塩１５０ 常　勤:    3 新規 眼   現存
     (医       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4822760,039,9 原クリニック 〒490-1107 052-441-1117原　修二 原　修二 平11.11. 1内   循   小  診療所
     　あま39 あま市森４－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4823760,040,7 甚目寺眼科 〒490-1115 052-449-6731松橋　芳子 松橋　芳子 平15. 3. 1眼   診療所
     　あま40 あま市坂牧坂塩５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4824760,041,5 安藤クリニック 〒490-1113 052-444-1508安藤　俊量 安藤　俊量 平15. 4. 1内   循   小  診療所
     　あま41 あま市中萱津道場９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4825760,042,3 わたり整形外科 〒490-1111 052-449-6699渡　賢治 渡　賢治 平17.11. 1整外 リウ リハ診療所
     　あま42 あま市甚目寺権現７９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4826760,044,9 医療法人和合会好生館〒490-1112 052-444-3188医療法人和合会　理事向井　巧 平19. 1. 1精神       296病院
     　あま44 病院 あま市上萱津西ノ川８ 常　勤:   11長　佐藤　明信 組織変更 精   神   現存
     (医       6) 平25. 1. 1
     (薬       5)
     非常勤:   12
     (医      10)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4827760,046,4 たなか耳鼻咽喉科クリ〒490-1106 052-875-8945田中　伊佐武 田中　伊佐武 平19.10. 1耳い アレ 小  診療所
     　あま46 ニック あま市小路３－１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4828760,047,2 あま市民病院 〒490-1111 052-444-0050あま市長　村上　浩司赤毛　義実 平27.11. 3一般       180病院
     　あま47 あま市甚目寺畦田１ 常　勤:   15 移動 内   小   外  現存
     (医      15) 平27.11. 3整外 脳外 婦  
     非常勤:   43 眼   耳い 麻  
     (医      43) 放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4829760,048,0 杉村医院 〒490-1116 052-443-1331西田　雅彦 西田　雅彦 平22. 9. 1内   胃   循  診療所
     　あま48 あま市本郷花ノ木３９ 常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4830760,050,6 医療法人　浅井外科 〒497-0001 052-441-8002医療法人浅井外科　理浅井　雅則 平23. 1. 1外   内   他  診療所
     　あま50 あま市七宝町沖之島九之坪４４ 常　勤:    2事長　浅井　雅則 組織変更 整外 皮   ひ  現存
     (医       1) 平29. 1. 1リハ 
     (薬       1) 胃内、こう外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4831760,051,4 はだめ皮膚科 〒490-1223 052-445-1661医療法人はだめ皮膚科甚目　憲司 平23. 3. 1皮   小   診療所
     　あま51 あま市森山弁才天８４－４ 常　勤:    2　理事長　甚目　憲司 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4832760,052,2 ごとう皮フ科クリニッ〒497-0001 052-441-0077後藤　康文 後藤　康文 平23. 4. 1皮   他   アレ診療所
     　あま52 ク あま市七宝町沖之島高畑４３－２常　勤:    1 新規 小皮、美皮 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4833760,053,0 小野クリニック 〒490-1106 052-445-2221医療法人りぼん会　理小野　要 平24. 9. 1一般         3診療所
     　あま53 あま市小路３－９－６ 常　勤:    1事長　小野　要 組織変更 他   外   内  現存
     (医       1) 平24. 9. 1脳外 麻   リハ
     非常勤:    3 小   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4834760,054,8 横井ことぶきクリニッ〒490-1115 052-441-1555医療法人横井ことぶき横井　寿 平26. 1. 1内   診療所
     　あま54 ク あま市坂牧北浦１０２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)横井　寿 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4835760,055,5 加藤医院 〒497-0013 052-441-5557加藤　久明 加藤　久明 平26. 6. 1内   呼内 アレ診療所
     　あま55 あま市七宝町川部折戸１１ 常　勤:    1 交代 リハ 小   外  現存
     (医       1) 平26. 6. 1他   
     非常勤:    1 消化器内科
     (医       1)
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 4836760,056,3 フジノ内科 〒490-1222 052-441-2713医療法人あまハピネス藤野　均 平26. 8. 1内   小   皮  診療所
     　あま56 あま市木田飛江ノ見７０－１ 常　勤:    2　理事長　藤野　均 組織変更 他   現存
     (医       2) 平26. 8. 1消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4837760,057,1 森整形外科クリニック〒497-0004 052-445-5050医療法人大樹　理事長森　将恒 平26.10. 1整外 リウ リハ診療所
     　あま57 あま市七宝町桂深田６０ 常　勤:    1　森　将恒 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4838760,058,9 ひだまりこころクリニ〒490-1111 052-441-0800野村　紀夫 野村　紀夫 平27. 4. 1心内 精   他  診療所
     　あま58 ック あま市甚目寺五位田１５６ 常　勤:    1 新規 漢方精神科、老現存
     (医       1) 平27. 4. 1年心療内科、老
     非常勤:   17 年精神科
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4839760,059,7 駅前ふじたクリニック〒490-1111 052-462-0222藤田　興一 藤田　興一 平27. 4. 1内   呼内 整外診療所
     　あま59 あま市甚目寺五位田１０３ＫＡＦ常　勤:    2 新規 リハ 外   現存
     Ｏビル１階 (医       1) 平27. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4840760,061,3 伊藤医院 〒490-1111 052-441-2408小竹　素子 小竹　素子 平27. 7.27内   小   診療所
     　あま61 あま市甚目寺五位田１６７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4841760,062,1 まれケアクリニック 〒490-1112 052-445-2112鈴木　隆史 鈴木　隆史 平27.12. 1内   皮   診療所
     　あま62 あま市上萱津銭神１０武藤銭神ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4842760,063,9 脳神経外科のぞみクリ〒490-1211 052-443-5533小林　望 小林　望 平29. 4. 1他   外   内  診療所
     　あま63 ニック あま市篠田寺後７５－１ 常　勤:    1 新規 神内 整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1皮   
     他は脳神経外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4843760,064,7 たかぎクリニック 〒490-1207 052-444-3214医療法人眞永会　理事高木　眞人 平29. 4. 1内   他   外  診療所
     　あま64 あま市二ツ寺六町７４－１ 常　勤:    1長　高木　眞人 組織変更 他は消化器内科現存
     (医       1) 平29. 4. 1、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4844760,065,4 やまもとこどもクリニ〒490-1115 052-462-6660山本　善広 山本　善広 平30. 4. 1小   アレ 診療所
     　あま65 ック あま市坂牧坂塩５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4845770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 0561-62-3311学校法人愛知医科大学羽生田　正行 昭61. 1. 1一般       853特定機能
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 常　勤:  509　理事長　三宅　養三 精神        47病院
     　長久手1 (医     486) 平28. 1. 1内   精   神  現存
     (歯      12) 小   外   心外
     (薬      11) 呼外 脳外 整外
     非常勤:  217 皮   ひ   産婦
     (医     200) 眼   耳い 放  
     (歯      17) 麻   形外 他  
     リハ 歯外 病理
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4846770,002,5 愛知県厚生農業協同組〒480-1155 0561-62-3168愛知県厚生農業協同組近藤　一男 昭49. 8. 1内   診療所
     　長久手2 合連合会　ＪＡあいち長久手市平池９０１ 常　勤:    2合連合会　代表理事理 現存
     健診センター (医       2)事長　佐治　康弘 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4847770,003,3 加藤整形外科 〒480-1306 0561-62-3011加藤　義忠 加藤　義忠 昭50. 9. 1内   小   外  診療所
     　長久手3 長久手市真行田３４ 常　勤:    1 整外 皮   リハ現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4848770,004,1 堂森グリーンロードク〒480-1122 0561-62-5800堂森　良雄 堂森　良雄 昭55. 5. 1内   他   小  診療所
     　長久手4 リニック 長久手市城屋敷１２１０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4849770,005,8 医療法人橘会東名病院〒480-1153 0561-62-7511医療法人橘会　理事長大塚　光二郎 昭56. 2. 1一般        58病院
     　長久手5 長久手市作田１－１１１０ 常　勤:    5　山本　純 外   内   神内現存
     (医       5) 平29. 2. 1脳外 循   消  
     非常勤:   28 放   整外 麻  
     (医      28) リハ 皮   他  
     血外、胸外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4850770,006,6 医療法人冨久会佐光内〒480-1153 0561-62-7011医療法人冨久会　理事横山　智絵子 昭63. 4. 1内   呼   胃  診療所
     　長久手6 科 長久手市作田二丁目１１０５ 常　勤:    2長　横山　智絵子 循   小   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4851770,007,4 長久手こどもクリニッ〒480-1117 0561-63-3332石丸　美乃里 石丸　美乃里 昭63.12. 1小   診療所
     　長久手7 ク 長久手市喜婦嶽９１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4852770,008,2 杉山耳鼻咽喉科 〒480-1153 0561-62-1952杉山　貴志子 杉山　貴志子 平 2. 5. 1耳   小   診療所
     　長久手8 長久手市作田二丁目１２０１番地常　勤:    1 現存
     パール２５　１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4853770,009,0 医療法人真修会永井内〒480-1125 0561-62-2233医療法人真修会　理事永井　修一郎 平 3. 3. 1内   呼   胃  診療所
     　長久手9 科クリニック 長久手市氏神前１１６ 常　勤:    1長　永井　修一郎 循   小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4854770,010,8 伊藤ウィメンズクリニ〒480-1172 0561-62-6320医療法人伊藤ウィメン山崎　健 平13.11.27一般         9診療所
     　長久手10 ック 長久手市宮脇９１７ 常　勤:    1ズクリニック　理事長 移動 産   婦   内  現存
     (医       1)　山崎　健 平25.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4855770,011,6 二宮整形外科 〒480-1151 0561-63-5557二宮　正志 二宮　正志 平 4.12. 1整外 リハ 診療所
     　長久手11 長久手市久保山８０６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4856770,012,4 くみた子どもクリニッ〒480-1153 0561-63-6665汲田　英樹 汲田　英樹 平 6. 4. 1小   診療所
     　長久手12 ク 長久手市作田２丁目１８１２番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4857770,013,2 医療法人智友会名古屋〒480-1154 0561-63-5131医療法人智友会　理事宮谷　和男 平 6. 4. 1内   小   診療所
     　長久手13 東クリニック 長久手市塚田１３２０番地 常　勤:    1長　宮谷　和男 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4858770,015,7 医療法人水野内科 〒480-1103 0561-63-4800医療法人水野内科　理水野　智文 平 8.10. 1内   小   アレ診療所
     　長久手15 長久手市岩作権田２２－２ 常　勤:    1事長　水野　智文 組織変更 呼内 他   現存
     (医       1) 平29.10. 1循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4859770,016,5 スズムラ眼科医院 〒480-1125 0561-63-7733医療法人スズムラ眼科鈴村　好人 平 9. 4. 1眼   診療所
     　長久手16 長久手市氏神前１１８ 常　勤:    1医院　理事長　鈴村　 組織変更 現存
     (医       1)好人 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4860770,017,3 名古屋脳神経外科クリ〒480-1137 0561-62-0034医療法人名古屋脳神経玉井　清 平10. 7. 1脳外 診療所
     　長久手17 ニック 長久手市下川原１０－１ 常　勤:    3外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       3)長　玉井　清 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4861770,018,1 ヒロ整形クリニック 〒480-1111 0561-61-0707勝野　浩 勝野　浩 平10. 9. 1整外 リハ 診療所
     　長久手18 長久手市山越１０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4862770,019,9 祖父江クリニック 〒480-1163 0561-64-1170祖父江　良 祖父江　良 平11.11. 1内   小   眼  診療所
     　長久手19 長久手市原邸８１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4863770,020,7 宮地内科 〒480-1116 0561-61-1000宮地　喜久子 宮地　喜久子 平12. 2. 1内   小   呼  診療所
     　長久手20 長久手市杁ケ池６１１ 常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4864770,021,5 ながくて西クリニック〒480-1132 0561-64-3737遠藤　一夫 遠藤　一夫 平13. 3. 1内   小   消  診療所
     　長久手21 長久手市上川原２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4865770,022,3 みかわクリニック 〒480-1111 0561-64-7600三河　健一郎 三河　健一郎 平13.11. 1内   呼   アレ診療所
     　長久手22 長久手市山越３０３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4866770,023,1 医療法人メディカルア〒480-1124 0561-64-6414医療法人メディカルア加藤　洋子 平15. 1. 1眼   診療所
     　長久手23 イケアー　長久手眼科長久手市戸田谷９０１－１アピタ常　勤:    2イケアー　理事長　加 組織変更 現存
     クリニック 長久手Ｂ１ (医       2)藤　洋子 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4867770,024,9 杁ヶ池メンタルクリニ〒480-1124 0561-62-2782髙見　悟郎 髙見　悟郎 平17.11. 1精   診療所
     　長久手24 ック 長久手市戸田谷１１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4868770,025,6 愛知淑徳大学クリニッ〒480-1146 0561-62-1222学校法人愛知淑徳学園稲福　繁 平18. 5. 1眼   耳い 他  診療所
     　長久手25 ク 長久手市片平２－１７－１８ 常　勤:    3　理事長　小林　素文 新規 心療・精、内・現存
     (医       3) 平30. 5. 1糖内
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4869770,026,4 長久手内科胃腸科 〒480-1103 0561-62-1120医療法人守玄会　理事今田　朗 平18. 4. 1内   胃   小  診療所
     　長久手26 長久手市岩作中島３２－２ 常　勤:    1長　今田　朗 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4870770,027,2 ファミリークリニック〒480-1148 0561-64-5505南谷　嘉彦 南谷　嘉彦 平18.10. 1内   消   小  診療所
     　長久手27 優 長久手市根嶽１４０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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 4871770,028,0 図書館通おかもとマタ〒480-1103 0561-65-0301医療法人図書館通おか岡本　俊充 平18.10. 1一般        10診療所
     　長久手28 ニティークリニック 長久手市岩作長筬１１－１ 常　勤:    1もとマタニティークリ 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1)ニック　理事長　岡本 平24.10. 1
     非常勤:    3　俊充
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4872770,029,8 長久手耳鼻咽喉科 〒480-1115 0561-63-7771野口　一真 野口　一真 平18.12.25耳い 診療所
     　長久手29 長久手市菖蒲池１０３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4873770,030,6 もりの眼科 〒480-1148 0561-64-3232荒井　北斗 荒井　北斗 平19. 4. 1眼   診療所
     　長久手30 長久手市根嶽８０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4874770,031,4 杁ヶ池ＫＩＤＳクリニ〒480-1116 0561-63-8639医療法人俊駒会　理事片野　直之 平19.10. 1小   アレ 診療所
     　長久手31 ック 長久手市杁ケ池１５０６ 常　勤:    2長　片野　直之 組織変更 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4875770,032,2 長久手南クリニック 〒480-1147 0561-64-5667岩田　明 岩田　明 平19.11. 1脳外 内   小  診療所
     　長久手32 長久手市市が洞３－１６０５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4876770,034,8 長久手メンタルクリニ〒480-1167 0561-56-7855久世　明帆 久世　明帆 平20. 7. 1心内 精   診療所
     　長久手34 ック 長久手市仲田８０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4877770,039,7 たんぽぽクリニック 〒480-1178 0561-42-4099医療法人たんぽぽ　理服部　努 平26. 8. 1内   呼内 診療所
     　長久手39 長久手市丁子田１５－１５５ 常　勤:    1事長　服部　努 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4878770,040,5 かおる耳鼻咽喉科・ア〒480-1182 0561-61-1234医療法人鈴猫会　理事鈴木　薫 平27.11. 1耳い アレ 他  診療所
     　長久手40 レルギー科 長久手市池田９５－１ 常　勤:    1長　鈴木　薫 組織変更 小耳い 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4879770,041,3 医療法人メディカルア〒480-1100 0561-76-6621医療法人メディカルア竹内　紀一朗 平28.12. 1眼   診療所
     　長久手41 イケアー　ながくて眼長久手市中央土地区画整理事業地常　勤:    1イケアー　理事長　加 新規 現存
     科 内５・１０・１１街区イオンモー(医       1)藤　洋子 平28.12. 1
     ル長久手１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4880770,042,1 朝日が丘整形外科 〒480-1135 0561-64-2123医療法人朝日が丘整形塚本　正美 平29. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     　長久手42 長久手市下山４８－１ 常　勤:    1外科　理事長　塚本　 組織変更 現存
     (医       1)正美 平29. 1. 1
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 4881770,043,9 医療法人　おおた整形〒480-1147 0561-63-1717医療法人おおた整形外太田　元 平29. 4. 1整外 リハ 診療所
     　長久手43 外科クリニック 長久手市市が洞２－１０１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　太田　元 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4882770,044,7 はなみずき皮ふクリニ〒480-1157 0561-63-5400医療法人Ｃｒｅａｚｉ鈴木　さやか 平29. 6. 1皮   他   診療所
     　長久手44 ック 長久手市桜作１３１３ 常　勤:    2ｏｎｅーｅｓｔｅｔｉ 新規 他は小児皮膚科現存
     (医       2)ｃａ　理事長　西堀　 平29. 6. 1
     非常勤:   11公治
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4883770,045,4 ながくて北川こどもク〒480-1125 0561-63-6603北川　好郎 北川　好郎 平29.10. 1小   診療所
     　長久手45 リニック 長久手市氏神前２１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4884770,046,2 西堀形成外科 〒480-1135 0561-63-8400医療法人Ｃｒｅａｚｉ西堀　公治 平29.11.25形外 麻   皮  診療所
     　長久手46 長久手市下山４３－７ 常　勤:    2ｏｎｅーｅｓｔｅｔｉ 移動 美外 現存
     (医       2)ｃａ　理事長　西堀　 平29.11.25
     非常勤:    7公治
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4885770,047,0 きとう眼科クリニック〒480-1135 0561-63-2200鬼頭　昌大 鬼頭　昌大 平30. 5. 1眼   他   診療所
     　長久手47 長久手市下山４６－６ 新規 他：小児眼科 現存
     平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4886770,048,8 こせんじょう通あんど〒480-1177 0561-63-0700安藤　英也 安藤　英也 平30. 6. 1他   内   診療所
     　長久手48 うクリニック 長久手市仏が根１８２７ 常　勤:    1 新規 他：乳腺外科　現存
     (医       1) 平30. 6. 1肛門外科　消化
     器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4887980,003,9 国立研究開発法人国立〒474-8511 0562-46-2311独立行政法人国立長寿荒井　秀典 昭41. 4. 1一般       383病院
     (981,003,4) 長寿医療研究センター大府市森岡町７－４３０ 常　勤:   74医療研究センター　理 他   精   神内現存
     　大府3 (医      70)事長　鳥羽　研二 平29. 4. 1呼内 整外 脳外
     (歯       3) 呼外 皮   ひ  
     (薬       1) 婦   眼   耳い
     非常勤:   32 リハ 放   歯  
     (医      30) 歯外 麻   病理
     (歯       2) 老内、代内、血
     内、消内、循内
     、消外、血管外
     、心臓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4888980,014,6 独立行政法人国立病院〒463-0802 052-798-9711独立行政法人国立病院西岡　和郎 昭35. 7. 1精神       233病院
     (981,014,1) 機構東尾張病院 名古屋市守山区大森北２－１３０常　勤:   18機構　理事長　楠岡　 精   他   内  現存
     　守山14 １ (医      15)英雄 平29. 7. 1歯   
     (薬       3) 児精
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4889980,047,6 独立行政法人国立病院〒465-0065 052-801-1151独立行政法人国立病院今井　常夫 昭47. 6.26一般       330病院
     (981,047,1) 機構東名古屋病院 名古屋市名東区梅森坂５－１０１常　勤:   36機構　理事長　楠岡　 結核        40現存
     　名東47 (医      35)英雄 平29. 6.26内   精   神内
     (歯       1) 他   呼内 小  
     外   整外 リウ
     呼外 脳外 ひ  
     皮   リハ 放  
     歯外 麻   アレ
     耳い 
     血・腫、消内、
     循内、内分泌内
     、乳外、乳腺内
     分泌外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4890980,089,8 独立行政法人国立病院〒440-8510 0532-62-0301独立行政法人国立病院市原　透 平17. 3. 1一般       388病院
     (981,089,3) 機構豊橋医療センター豊橋市飯村町浜道上５０ 常　勤:   43機構　理事長　楠岡　 移動 内   精   神内現存
     　豊橋89 (医      29)英雄 平29. 3. 1呼   消   循  
     (歯       1) リウ 小   外  
     (薬      13) 整外 脳外 呼外
     非常勤:    7 心外 皮   ひ  
     (医       5) 産婦 眼   耳い
     (歯       2) リハ 放   歯外
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4891990,011,0 名古屋大学医学部附属〒466-0065 052-741-2111国立大学法人名古屋大石黒　直樹 昭62. 3. 1一般       985特定機能
     (991,011,5) 病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 常　勤:  495学　総長　松尾　清一 精神        50病院
     　昭和11 (医     384) 平29. 3. 1内   精   神内現存
     (歯      30) 小   他   整外
     (薬      81) 形外 脳外 皮  
     非常勤:  788 ひ   産婦 眼  
     (医     753) 耳い 放   歯外
     (歯      23) 麻   心外 小外
     (薬      12) 呼内 呼外 病理
     リハ リウ 
     消外、循内、消
     内、血内、糖尿
     ・内分泌内、腎
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4892990,063,1 独立行政法人国立病院〒460-0001 052-951-1111独立行政法人国立病院直江　知樹 昭35. 6.29一般       690地域支援
     (991,063,6) 機構名古屋医療センタ名古屋市中区三の丸４－１－１ 常　勤:  149機構　理事長　楠岡　 精神        50病院
     　中63 ー (医     146)英雄 平29. 6.29内   心内 精  現存
     (歯       3) 神内 呼内 他  
     非常勤:   98 アレ リウ 小  
     (医      96) 外   整外 形外
     (歯       2) 脳外 心外 小外
     皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     気食 リハ 放  
     麻   歯   小歯
     歯外 病理 
     消内、循内、呼
     外、救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4893990,150,6 名古屋逓信病院 〒461-0001 052-932-7152日本郵政株式会社　代三島　信彦 昭56. 8. 1一般        96病院
     　東150 名古屋市東区泉２－２－５ 常　勤:   17表執行役社長　長門　 内   他   呼内現存
     (医      13)正貢 平29. 8. 1外   ひ   産婦
     (薬       4) 小   眼   皮  
     非常勤:   93 耳い 整外 
     (医      93) 老内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


