
診療・検査医療機関のうち公表の了承が得られた医療機関

保健所名 医療機関名 住所 電話番号

あさひ内科小児科クリニック ⼀宮市瀬部小⼭６−１ 0586-51-8080

磯村医院 ⼀宮市千秋町佐野五反田２１ 0586-81-0680

⼀宮市⽴⽊曽川市⺠病院 ⼀宮市⽊曽川町⿊田北野⿊１６５ 0586-86-2173

井上内科クリニック ⼀宮市開明東沼８５ 0586-64-0003

加固内科クリニック ⼀宮市北園通６−６−６ 0586-72-2425

きし耳鼻いんこう科 ⼀宮市千秋町天摩北野１７ 0586-75-7776

きたおわり在宅支援クリニック ⼀宮市多加⽊４−３１−４６ 0586-85-6911

ごとう内科クリニック ⼀宮市⻄萩原妙楽寺前１２９８−３ 0586-64-8755

田中クリニック ⼀宮市本町４−１９−２４ 0586-72-2686

千秋病院 ⼀宮市千秋町塩尻⼭王１ 0586-77-0012

兵藤こどもクリニック ⼀宮市冨田南新田１５−１２ 0586-64-1388

松前内科医院 ⼀宮市浅野紅楳野５０−１ 0586-81-7001

医療法人 大河内会 おおこうち内科クリニック 稲沢市祖父江町桜方上切6-7 0587-97-8300

医療法人 かわむらクリニック 稲沢市大塚北６丁目50番地 0587-23-2222

稲沢市⺠病院 稲沢市⻑束町沼１００番地 0587-32-2111

佐々⽊外科 瀬⼾市菱野台3-60 0561-84-7211

医療法人創彩会 せとぐち心療内科クリニック 瀬⼾市福元町19-4 2Ｆ 0561-89-4800

野田内科小児科医院 瀬⼾市菱野台2-29 0561-21-3800

ひがしの医院 瀬⼾市⾚重町11-1 0561-85-1110

城⼭クリニック 尾張旭市平⼦町⻑池上6399 0561-51-1170

しんたに医院 尾張旭市上の⼭間口3033-5 0561-55-3577

日比野外科 尾張旭市東栄町3-1-5 0561-54-8666

星合クリニック 尾張旭市新居町⽊の本7 0561-51-0700

独⽴行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 尾張旭市平⼦町北61番地 0561-54-3131

医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 日進市米野⽊町南⼭987-31 0561-73-7721

きまたクリニック 日進市⾚池南2-111 052-808-2233

たんぽぽクリニック ⻑久⼿市丁⼦田15-155 0561-42-4099

医療法人 まつもとクリニック 愛知郡東郷町春⽊音貝97番地 052-848-8888

岩塚クリニック 春日井市割塚町146 0568-81-4133

春日井リハビリテーション病院附属クリニック 春日井市神屋町706番地 0568-88-0033

かめざわクリニック 春日井市東野町10-12-2 0568-56-5050

医療法人雄志会 川瀬医院 春日井市若草通2丁目32番地 0568-31-2266

くまい医院 春日井市妙慶町148の1 0568-31-7525

すぎやま耳鼻科クリニック
春日井市松新町1丁目3番地

ﾙﾈｯｻﾝｽｼﾃｨ勝川1番街3Ｆ
0568-35-7272

医療法人樹心会 たけだクリニック整形外科・内科 春日井市小野町5丁目89-6 0568-82-8808

医療法人柏翠会 中村耳鼻咽喉科 春日井市春見町43番地 0568-89-4187

服部クリニック 春日井市松本町1-3-7 0568-53-0221

森内科クリニック 春日井市勝川町8-13 勝川駅南口ビル1階 0568-35-3117

すどうからだのケアクリニック 小牧市間々本町134番地 0568-77-7800

総合犬⼭中央病院 犬⼭市大字五郎丸字二夕⼦塚6 0568-62-8111

説田クリニック 江南市古知野町宮前20 0587-55-7088

岩倉病院 岩倉市川井町北海⼾1 0587-37-8155

のざき内科・循環器科クリニック 岩倉市栄町1-5 0587-37-2018

やまだクリニック 丹羽郡大口町秋田1-376 0587-94-1333

はるひ呼吸器病院 清須市春日流8番地1 052-400-7111

ゆたかクリニック 清須市春日新堀52番地 052-408-0171

わかばファミリークリニック ⻄春日井郡豊⼭町大字豊場字⾼前183-1 0568-29-3911

医療法人玲聖会 奥村クリニック 津島市申塚町1丁目122 0567-22-2600

医療法人ジュンクリニック 津島市大和町2-76-1 0567-22-2333

医療法人 服部内科診療所 愛⻄市古瀬町郷浦５２ 0567-25-5555

あいち診療所おふくろ 弥富市又八二丁目128番地1 0567-67-7202

加藤医院 あま市七宝町川部折⼾１１ 052-441-5557

原クリニック あま市森四丁目２−２ 052-441-1117

津島

 ※ 必ず事前に電話予約の上、医療機関の指示に従って受診してください。
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杉田医院 半田市有楽町４−１５４−４ 0569-22-0571

⾼橋医院 半田市平地町３-７７-２ 0569-28-0567

たけうち耳鼻咽喉科 半田市郷中町２-３０-２ 0569-21-1133

竹本クリニック 半田市花園町３-３-２３ 0569-24-7722

林医科⻭科医院 半田市中町２−３７ 0569-21-1399

みずのファミリークリニック 半田市宮本町６−２１６−６ 0569-32-6001

⾼津耳鼻咽喉科 知多郡阿久比町白沢字天神裏41-2 0569-49-2525

おがわ耳鼻咽喉科クリニック 知多郡東浦町大字緒川字旭10番3 0562-82-5200

ゆりクリニック 知多郡東浦町森岡前田16-1 0562-82-3337

やまもとクリニック 知多郡東浦町⽯浜⻄平地17-2 0562-82-0600

知多厚生病院 知多郡美浜町河和⻄⾕81-6 0569-82-0395

なかしまキッズクリニック 知多郡武豊町鹿ノ⼦田2-40-2 0569-74-0555

すこやかクリニック 知多郡武豊町字⻑宗2-32 0569-71-0315

杉⽯病院 知多郡武豊町字向陽１丁目117 0569-72-1155

村川医院 常滑市⽮田字⼾井田22-1 0569-42-2320

常滑いきいきクリニック 常滑市陶郷町4-1 0569-36-1122

鷹津内科小児科 常滑市虹の丘7-10 0569-34-6655

常滑市⺠病院 常滑市飛香台3丁目3番地の３ 0569-35-3170

みわホームクリニック 東海市大田町蟹田126 0562-32-0030

中村耳鼻咽喉科 大府市半⽉町2丁目1−1 0562-48-8739

久野内科医院 大府市北崎町内田面26 0562-48-4061

村瀬医院 大府市中央町2-100 0562-46-2012

大府ファミリークリニック 大府市柊⼭町1-3 0562-48-6661

つかむら医院 大府市東新町二丁目258番地 0562-48-0088

医療法人敬寿会 やすい内科 大府市桜⽊町二丁目192番地 0562-44-6521

⻑田医院 碧南市源氏町4-36 0566-42-1200

医療法人 作塚杉浦クリニック 碧南市作塚町3-10 0566-42-5327

杉浦こどもクリニック 碧南市塩浜町2丁目22番地 0566-46-3300

医療法人杉田会 にしばたクリニック 碧南市札⽊町2丁目74番地 0566-42-2000

医療法人みどり もぎ内科クリニック 碧南市中⼭町1-25 0566-46-6660

医療法人従天会 ⼭中従天医館 碧南市東浦町2丁目85番地 0566-41-0707

⼀里⼭・今井病院 刈⾕市⼀里⼭町中本⼭８８番地 0566-26-6700

刈⾕なりたクリニック 刈⾕市松栄町２−６−３ 0566-63-5677

医療法人美瑛会 すがぬま耳鼻咽喉科 刈⾕市野田町⾺池１−１ 0566-29-3387

神⾕ファミリークリニック 安城市⾼⽊町半崎24-1 0566-77-8422

近藤医院 安城市⾼棚町大道53-2 0566-92-6850

たかぎクリニック 安城市住吉町荒曽根158-12 0566-98-9050

あいちハートクリニック 知⽴市東上重原６−７０ 0566-91-5810

新林内科医院 知⽴市新林町新林４０−６ 0566-82-2616

医療法人 松井みみはなクリニック 知⽴市⿃居１−１２−１３ 0566-81-8711

医療法人三健会 水野内科クリニック 知⽴市池端２−１７ 0566-82-8200

医療法人真心会 宮⾕クリニック 知⽴市新池３−２８−１ 0566-81-0338

医療法人 つばさクリニック ⾼浜市神明町８−１５−１ 0566-54-5283

鈴⽊内科クリニック みよし市⿊笹町下田3-1 0561-36-7373

よねづクリニック ⻄尾市米津町野寺道46番地５ 0563-57-7277

加藤耳鼻咽喉科医院 ⻄尾市⽮曽根町⾚地７０ 0563-56-3309

⼭岸クリニック ⻄尾市永吉1丁目55番地 0563-54-8008

三村医院 ⻄尾市住吉町三丁目12番地 0563-56-0220

つるしろクリニック ⻄尾市伊藤三丁目３−２ 0563-53-7500

新城 新城市⺠病院 新城市字北畑３２番地１ 0536-22-2171

豊川市⺠病院 豊川市八幡町野路２３番地 0533-86-1111

かとう内科医院 豊川市野口町道下59番地 0533-85-1655

後藤病院 豊川市桜⽊通4-10-2 0533-86-8166

たけだクリニック 豊川市豊川町波通34-1 0533-83-3730

御津南医院 豊川市御津町御⾺膳田103-3 0533-75-3107

今泉アイクリニック 豊川市⼀宮町錦２番地 0533-93-6082
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ふくとみクリニック 豊川市御油町欠下11-1 0533-82-4150

蒲郡市⺠病院 蒲郡市平田町向田１番地１ 0533-66-2200

あおば内科クリニック 蒲郡市形原町計後家２２−１ 0533-57-0211

すみれクリニック 蒲郡市大塚町⻄島１４−１ 0533-58-2100

畑川クリニック 蒲郡市拾⽯町前浜40-13 0533-66-1515

はたのクリニック 蒲郡市港町20番14号 0533-68-8899

マイファミリークリニック蒲郡 蒲郡市中央本町6-7 0533-67-2626

蒲郡市保健センター休日急病診療所 蒲郡市浜町4番地 0533-67-2555

渥美病院 田原市神⼾町⾚⽯1-1 0531-22-2131

第2国見医院 田原市田原町⽯取下54番地2 0531-23-2302

宮⽊内科 田原市田原町晩田34番地1 0531-23-0232

北⼭医院 田原市江比間町⻄砂畑22 0531-37-0023

朽名医院 田原市古田町郷中159-3 0531-33-0162

医療法人二葉会 清水クリニック 名古屋市千種区今池五丁目17-4 052-731-0821

医療法人中島医院 名古屋市千種区霞ヶ丘2-9-17 052-723-5115

愛知県がんセンター 名古屋市千種区鹿⼦殿1-1 052-762-6111

名古屋市⽴東部医療センター 名古屋市千種区若水1丁目2番23号 052-721-7171

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

愛知医科大学メディカルクリニック 名古屋市東区東桜2-12-1 052-931-2215

医療法人友愛会 オズモール内科クリニック 名古屋市東区東大曽根町21-8 052-918-0012

医療法人藍靖会 たけなか外科内科こどもクリニック 名古屋市北区金城町四丁目72番地 052-916-2161

医療法人厚仁会 城北クリニック 名古屋市北区⿊川本通5丁目26-1 052-915-3731

おおすぎハツノ内科クリニック 名古屋市北区大杉3-15-3 052-911-0700

医療法人昇樹会 産科婦人科上野レディスクリニック 名古屋市北区大曽根1-29-33 052-981-1184

医療法人 桜井医院 名古屋市⻄区市場⽊町286 052-501-0165

金⼦医院 名古屋市中村区⻑筬町6-21 052-411-5022

髙田内科クリニック 名古屋市中村区道下町2-25 052-482-1919

荒川内科小児科医院 名古屋市中村区名駅南五丁目1番6号 052-331-0249

医療法人ネオキッズ ニコニコこどもクリニック 名古屋市中村区上⽯川町3-10 052-411-6001

医療法人 細川外科クリニック 名古屋市中村区⻄米野町1-75-2 052-481-9921

医療法人 欅の森かとう医院 名古屋市中村区中村町字茶ノ⽊16の2 052-412-0536

名古屋糖尿病内科クリニック
名古屋市中村区名駅3丁目22番8号

大東海ビル3階308号
052-485-7203

北川くりにっく 名古屋市中区金⼭1-9-20 昌伸ビル1F2F 052-322-8380

森内科クリニック 名古屋市中区富士見町15-18 052-331-2725

NTT⻄日本東海病院 名古屋市中区松原2丁目17番5号 052-291-6332

宇野内科 名古屋市昭和区菊園町2-20 052-841-0632

医療法人白水会 白水クリニック 名古屋市昭和区⼭里町159-1 052-861-0099

医療法人 北⼭クリニック 名古屋市昭和区北⼭町2ｰ34ｰ4 052-733-1560

医療法人充生会 野々村クリニック 名古屋市瑞穂区白砂町1-19 052-831-6611

みなと医療生活協同組合 協⽴総合病院 名古屋市熱田区五番町4-33 052-654-2211

医療法人東仁会 とうじま内科・外科クリニック 名古屋市熱田区⼀番三丁目3-6 052-684-4311

福井医院 名古屋市中川区上脇町2-87 052-361-2816

藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10 052-321-8171

⼾田ファミリークリニック 名古屋市中川区⼾田明正2-301 052-439-0039

みなとファミリークリニック 名古屋市港区港明1丁目1-2 052-659-0017

医療法人 服部内科・小児科医院 名古屋市港区多加良浦町5-1 052-383-3030

医療法人実り会 ながしま内科 名古屋市港区秋葉2-7-1 052-303-6615

みなと医療生活協同組合 宝神生協診療所 名古屋市港区宝神三丁目2107番地2 052-381-8188

独⽴行政法人地域医療機能推進機構中京病院 名古屋市南区三条⼀丁目1-10 052-691-7151

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

伊藤内科医院 名古屋市守⼭区廿軒家32-12 052-791-2019

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

医療法人 あさひ滝の水クリニック 名古屋市緑区旭出二丁目626番地 052-892-2522

うえすぎクリニック 名古屋市緑区桶狭間森前2801 052-621-0400

みどり松川クリニック 名古屋市緑区鹿⼭2-40 052-899-3200

豊川

名古屋市
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徳重ながさわクリニック 名古屋市緑区徳重二丁目1621 052-875-0550

医療法人くまのまえファミリークリニック 名古屋市緑区兵庫1-411-2 052-876-3351

広瀬内科クリニック 名古屋市緑区姥⼦⼭1-608 052-629-0770

みどり内科クリニック 名古屋市緑区桶狭間森前1615 052-621-3320

相川みんなの診療所 名古屋市緑区相川三丁目246-2 052-875-3792

池上台Kʼsクリニック 名古屋市緑区池上台1-196 052-891-3181

猪⼦⽯ファミリークリニック 名古屋市名東区香南1-211 052-777-0078

渡辺内科 名古屋市名東区照が丘212 052-777-0211

鈴⽊クリニック 名古屋市名東区藤里町401 052-726-8950

星のまちクリニック 名古屋市名東区牧の原3丁目301 052-709-3301

こんどうクリニック 名古屋市名東区極楽四丁目1305番地 052-709-5055

照が丘クリニック 名古屋市名東区照が丘61 052-772-5131

伊藤耳鼻咽喉科 名東診療所 名古屋市名東区猪⼦⽯原三丁目811 052-777-3387

天白橋クリニック 名古屋市天白区原⼀丁目102 052-808-7201

医療法人春陽会 サクラクリニック 名古屋市天白区⼀つ⼭2-6 052-801-3931

医療法人玲生会 にん内科 名古屋市天白区植田⻄1-409 052-801-7110

医療法人 松川クリニック 名古屋市天白区土原四丁目404 052-801-0311

医療法人羔羊会 弥生病院 豊橋市弥生町字東豊和96番地 0532-48-2211

いむれ内科クリニック 豊橋市飯村北5丁目2番地15 0532-69-5678

加藤整形外科医院 豊橋市⻄小田原町26 0532-52-8338

佐藤脳神経外科 豊橋市牛川通1丁目21-7 0532-69-2760

医療法人 吉田方クリニック 豊橋市吉川町245-4 0532-33-7878

⻑⾕川医院 豊田市⼭之⼿3-94 吉野ビル1F 0565-28-5136

平吹医院 豊田市鴛鴨町小畔屋敷１３０番地1 0565-27-8000

前⼭キッズクリニック 豊田市前⼭町3-9-1 リューノスビル２F 0565-27-8888

うめもとクリニック 豊田市⻄岡町唐池34-6 0565-55-1555

下⼭クリニック 豊田市大沼町新井前東88 0565-90-3800

豊橋市

豊田市


