岐阜県
(平成29年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

青木内科・眼科

岐阜県岐阜市則武中3-5-15

058-232-5131

東クリニック

岐阜県岐阜市又丸宮東２０－１

058-239-6612

医療法人社団藤和会安藤内科医院

岐阜県岐阜市東駒爪町5

058-262-2974

竹内医院

岐阜県岐阜市茜部野瀬3-136

058-272-1083

飯沼医院

岐阜県岐阜市美江寺町1-20

058-262-1862

石川内科眼科

岐阜県岐阜市加納長刀堀4-41

058-272-2079

医療法人 石川内科クリニック

岐阜県岐阜市田神10-28

058-247-0451

石原産婦人科

岐阜県岐阜市芥見嵯峨2-145

058-241-3535

石村内科

岐阜県岐阜市日光町9-7-1

058-232-6700

泉内科

岐阜県岐阜市金町4-1

058-265-2590

医療法人生友会柳津病院

岐阜県岐阜市柳津町宮東1-102

058-388-3838

医療法人 伊東内科クリニック

岐阜県岐阜市白山町2-8-2

058-263-4495

今井整形外科

岐阜県岐阜市三田洞904-1

058-237-1111

岩砂病院・岩砂マタニティ

岐阜県岐阜市八代1-7-1

058-231-2631

医療法人 梅田クリニック

岐阜県岐阜市旦島1-6-14

058-295-5055

さぎ山クリニック

岐阜県岐阜市鷺山北町8-29

058-233-8733

江崎医院

岐阜県岐阜市鹿島町3-4-1

058-251-4953

あまおどりクリニック

岐阜県岐阜市雨踊町5-1

058-255-5700

医療法人社団明誠会岐北クリニック

岐阜県岐阜市大字洞字稲木994-12

058-234-5555

おおにし内科クリニック

岐阜県岐阜市長良校前町4-7

058-231-7009

鷺山大橋内科医院

岐阜県岐阜市鷺山1257

058-232-0715

まるの内科クリニック

岐阜県岐阜市柳津町丸野1-70-1

058-387-8282

博道会岡田内科

岐阜県岐阜市高砂町3-8

058-264-8777

医療法人陽光会七郷クリニック

岐阜県岐阜市西改田上の町62-3

058-234-5155

かわぐちクリニック

岐阜県岐阜市清住町2-16

058-264-7238

小倉医院

岐阜県岐阜市長良葵町1-2-3

058-231-1573

おざわクリニック

岐阜県岐阜市茜部新所3-54-2

058-274-6681

おぜきクリニック

岐阜県岐阜市長住町1-23

058-267-1811

尾関医院

岐阜県岐阜市加納本町1-8-2

058-272-1701

おのぎクリニック

岐阜県岐阜市萱場南2-12-17

058-295-1500

折居クリニック

岐阜県岐阜市鷺山北町8-38

058-232-7800

各務医院

岐阜県岐阜市粟野東1-73-1

058-237-2463

加納内科クリニック

岐阜県岐阜市加納寿町2-7

058-275-3003

かさい内科クリニック

岐阜県岐阜市上尻毛日吉125

058-239-0770

かさい内科小児科皮ふ科

岐阜県岐阜市西荘4-15-32

058-253-3305

医療法人社団誠広会岐阜中央病院

岐阜県岐阜市川部3-25

058-239-8111

加藤内科小児科

岐阜県岐阜市本荘2613

058-251-8303

加藤脳神経外科クリニック

岐阜県岐阜市長住町9-18

058-255-0363

卯月医院

岐阜県岐阜市上土居1-7-2

058-295-1219

加藤クリニック

岐阜県岐阜市粟野西1-397-1

058-236-2927

加藤医院

岐阜県岐阜市長住町9-18

058-252-2590

加藤内科・循環器科クリニック

岐阜県岐阜市神田町9-27 大岐阜ビル3階

058-267-0650

加藤内科クリニック

岐阜県岐阜市金屋町1-18

058-262-0556

加野医院

岐阜県岐阜市上新町14

058-262-0942

かのう小児科

岐阜県岐阜市金園町10-3

058-263-0256

かもと整形外科

岐阜県岐阜市笹土居町２７(ﾄｵﾔﾏﾋﾞﾙ2F)

058-264-2525

川崎整形外科クリニック

岐阜県岐阜市三笠町1-7

058-245-6315

川瀬医院

岐阜県岐阜市金竜町2-13

058-262-1412

岐阜県1

実施機関名

所在地

電話番号

河田医院

岐阜県岐阜市城田寺311

058-232-8399

川出医院

岐阜県岐阜市今町2-36

058-264-8296

岸本医院

岐阜県岐阜市福光南町14-15

058-232-2882

長良整形外科クリニック

岐阜県岐阜市八代3-10-12

058-296-2255

木野村医院

岐阜県岐阜市鏡島西2-16-11

058-253-6530

医療法人 くらまえ診療所

岐阜県岐阜市蔵前7-11-3

058-246-9100

きさらぎ内科

岐阜県岐阜市如月町6-36-1

058-252-2770

黒田内科クリニック

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3-151

058-270-0500

ながら耳鼻科・内科クリニック

岐阜県岐阜市長良東2-127-1

058-210-2080

小坂内科

岐阜県岐阜市神田町6-10-2

058-262-1517

医療法人凌峯会小島内科クリニック

岐阜県岐阜市祈年町10-38

058-246-6005

医療法人 ごとう整形外科

岐阜県岐阜市福光南町22-1

058-333-7446

後藤クリニック

岐阜県岐阜市切通2-13-12

058-245-1797

後藤医院

岐阜県岐阜市芥見5-86

058-241-3363

斉藤産科婦人科院

岐阜県岐阜市北八ツ寺町5

058-263-0080

佐伯クリニック

岐阜県岐阜市東鶉2-14-5

058-275-5972

さかい医院

岐阜県岐阜市岩地1-11-18

058-259-3500

坂井クリニック

岐阜県岐阜市万代町2-3

058-232-5699

城東内科クリニック

岐阜県岐阜市正法寺町28

058-278-0593

ささきクリニック

岐阜県岐阜市清760-5

058-271-0610

岐阜外科

岐阜県岐阜市東中島1-17-8

058-248-6226

さわむら医院

岐阜県岐阜市西川手1-95-1

058-272-1755

篠田医院

岐阜県岐阜市今川町2-8

058-263-2411

柴田医院

岐阜県岐阜市光明町1-8

058-252-1449

白木内科医院

岐阜県岐阜市長良1918-1

058-231-7215

医療法人 杉浦内科眼科

岐阜県岐阜市加納東丸町2-18

058-271-4387

杉山内科胃腸科クリニック

岐阜県岐阜市西野町5-49

058-262-5572

三里診療所

岐阜県岐阜市六条北1-36

058-274-1414

すみクリニック

岐阜県岐阜市光樹町48

058-271-3301

関谷内科外科病院

岐阜県岐阜市北島1-7-24

058-233-5333

髙井内科

岐阜県岐阜市早田東町10-51

058-295-7508

高橋医院

岐阜県岐阜市徹明通り4-5

058-264-0372

真鍋産婦人科

岐阜県岐阜市金宝町1-11

058-262-3224

たかはし整形外科

岐阜県岐阜市菊地町2-15

058-271-6766

西野町クリニック

岐阜県岐阜市西野町4-43

058-262-8559

竹内クリニック

岐阜県岐阜市向加野2-16-29

058-241-3431

たけだ内科クリニック

岐阜県岐阜市岩滝西3-75

058-241-1200

竹田クリニック

岐阜県岐阜市河渡3-110

058-254-0066

たじりか医院

岐阜県岐阜市柳津町蓮池2-24

058-387-6367

立山クリニック

岐阜県岐阜市古市場神田81-1

058-234-7779

たなかクリニック

岐阜県岐阜市芥見野畑1-22-1

058-244-0224

たなか耳鼻咽喉科

岐阜県岐阜市茜部中島1-1

058-268-8087

医療法人社団芳潤会棚橋内科

岐阜県岐阜市長森本町1-8-6

058-247-7221

谷村クリニック

岐阜県岐阜市中西郷4-67-1

058-234-8610

医療法人社団 昭知会 中島洋診療所

岐阜県岐阜市白菊町2-39

058-232-1493

なかたにクリニック

岐阜県岐阜市琴塚2-7-16

058-249-0567

中原クリニック

岐阜県岐阜市浪花町2-15

058-254-1711

成瀬クリニック

岐阜県岐阜市日野東4-4-8

058-241-1101

野々村医院

岐阜県岐阜市黒野306-1

058-239-0036

波多野泌尿器科皮ふ科医院

岐阜県岐阜市八代1-2-12

058-294-6201

医療法人 慶睦会千手堂病院

岐阜県岐阜市千手堂中町1-25

058-251-3218

岐阜県2

実施機関名

所在地

電話番号

早崎レディースクリニック

岐阜県岐阜市雲雀町1-21-1

058-263-1492

林外科内科

岐阜県岐阜市芥見南山2-8-11

058-241-7707

はやし内科クリニック

岐阜県岐阜市領下6-25-1

058-245-1960

医療法人誠洋会はやの耳鼻いんこう科

岐阜県岐阜市月丘町4-11-1

058-245-4133

日野医院

岐阜県岐阜市西島町1-16

058-294-5677

医療法人和光会山田病院

岐阜県岐阜市寺田7-110

058-254-1411

平野内科クリニック

岐阜県岐阜市上土居1-16-5

058-210-1080

ひろせ内科

岐阜県岐阜市下鵜飼1664-2

058-239-5101

広瀬内科医院

岐阜県岐阜市加納上本町3-30

058-273-5330

あかなべひろせクリニック

岐阜県岐阜市茜部菱野2-15理研メディカル２F

058-275-1122

福田医院

岐阜県岐阜市萱場東町8-6-2

058-233-9063

福富医院

岐阜県岐阜市安食1228

058-238-8555

網代診療所

岐阜県岐阜市則松1-24

058-239-9255

福富胃腸クリニック

岐阜県岐阜市長住町2-3

058-265-6161

ふじさわクリニック

岐阜県岐阜市三田洞894-1

058-237-7200

医療法人 古田産科婦人科クリニック

岐阜県岐阜市金町7-3

058-265-2395

不破クリニック

岐阜県岐阜市太郎丸北郷243-5

058-229-6081

細川医院

岐阜県岐阜市江川町25-2

058-262-6333

医療法人社団正芳会 細野医院

岐阜県岐阜市福光西3-9-13

058-233-6620

あかなべクリニック

岐阜県岐阜市茜部中島1-25-1

058-278-2555

本多医院

岐阜県岐阜市琴塚2-12-3

058-247-7500

増田医院

岐阜県岐阜市粟野東4-26-2

058-237-4000

松井医院

岐阜県岐阜市石原3-116

058-229-5655

まつおクリニック

岐阜県岐阜市茜部新所4-132-1

058-275-2345

松岡整形外科・内科 リハビリテーション

岐阜県岐阜市東金宝町2-12-6

058-266-6888

松田内科クリニック

岐阜県岐阜市水海道5-2-2

058-240-7501

馬渕医院

岐阜県岐阜市都通1-8

058-251-0955

三浦医院

岐阜県岐阜市鏡島精華3-17-5

058-251-9038

操外科病院

岐阜県岐阜市四屋町43

058-262-7711

みさお内科外科胃腸科

岐阜県岐阜市加納竜興町3-2

058-275-6660

水谷医院

岐阜県岐阜市加納朝日町3-46-10

058-275-7428

宮﨑千惠婦人クリニック

岐阜県岐阜市長良1972-5

058-233-5553

三好内科医院

岐阜県岐阜市北一色9-1-27

058-246-1577

村瀬内科胃腸科クリニック

岐阜県岐阜市美島町2-13

058-231-4481

医療法人社団 稲葉会 芥見診療所

岐阜県岐阜市芥見長山3-104

058-243-1313

森医院

岐阜県岐阜市香取町3-48

058-251-4452

森内科クリニック

岐阜県岐阜市鹿島町5-18

058-254-8200

森医院

岐阜県岐阜市蔵前6-6-6

058-245-1919

もりおか内科

岐阜県岐阜市日野南3-12-6

058-248-8008

森﨑クリニック

岐阜県岐阜市西川手7-89

058-272-4476

シティ・タワー診療所

岐阜県岐阜市橋本町2-52岐阜ｼﾃｨ･ﾀﾜｰ43 3階

058-269-3270

安江内科クリニック

岐阜県岐阜市雪見町2-17

058-248-2266

公益社団法人 岐阜病院

岐阜県岐阜市日野東3-13-6

058-245-8171

孝樹会 山本医院

岐阜県岐阜市桜通1-2

058-252-0790

よしだスマイルクリニック

岐阜県岐阜市本荘西3-118

058-255-2505

北一色ファミリークリニック

岐阜県岐阜市北一色4-3-4

058-249-3088

和田泌尿器皮フ科

岐阜県岐阜市西鶉3-65-1

058-277-6322

和田医院

岐阜県岐阜市芥見東山12-1

058-242-3732

医療法人社団 鶴声会岐阜中央クリニック

岐阜県岐阜市沖ノ橋2-9-1

058-215-9111

渡辺内科

岐阜県岐阜市住田町1-3

058-266-1717

医療法人社団志朋会加納渡辺病院

岐阜県岐阜市加納城南通1-23

058-272-2129

岐阜県3

実施機関名

所在地

電話番号

六条わたなべ内科

岐阜県岐阜市六条南1-17-1

058-277-3604

ほそばたクリニック

岐阜県岐阜市細畑3-15-10

058-249-3311

わたなべ内科クリニック

岐阜県岐阜市福光東1-28-1

058-294-2223

あい健康クリニックやすえ

岐阜県岐阜市鏡島南1-6-5

058-255-2677

新美クリニック

岐阜県岐阜市都通1-6

058-252-0213

小木曽医院

岐阜県岐阜市神田町2-4

058-262-2320

加藤医院

岐阜県岐阜市向加野3-6-20

058-243-1114

泌尿器科皮膚科竹内クリニック

岐阜県岐阜市西荘2-5-50

058-213-7945

フェイバー・クリニック

岐阜県岐阜市芥見大般若1-69-2

058-244-1151

高木医院

岐阜県岐阜市長良東郷町1-7

058-232-3647

野中内科

岐阜県岐阜市梅河町2-5

058-265-3388

加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック

岐阜県岐阜市住ノ江町2-1

058-263-7711

夏目内科クリニック

岐阜県岐阜市鏡島西3-4-1

058-253-3881

阪野クリニック

岐阜県岐阜市清住町1-22

058-213-1199

高橋産婦人科

岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3-41-3

058-263-5726

岐阜ハートセンター

岐阜県岐阜市薮田南4-14-4

058-277-2277

たろう整形外科

岐阜県岐阜市鷺山1768-580

058-297-2321

医療法人社団 島クリニック

岐阜県岐阜市寺田5-73-3

058-252-0177

谷本クリニック内科・耳鼻咽喉科

岐阜県岐阜市長旗町2-16-2

058-265-9636

なかしま脳神経外科クリニック

岐阜県岐阜市則武東2-15-18

058-215-8668

さごうクリニック

岐阜県岐阜市下川手747

058-274-3541

レディースクリニックまぶち

岐阜県岐阜市正木北町12-10

058-297-1103

よしだファミリークリニック

岐阜県岐阜市竜田町7-8-1

058-248-1118

よしの内科クリニック

岐阜県岐阜市北一色2-7-15

058-248-7811

医療法人社団梅風会 河合内科医院

岐阜県岐阜市金園町4-32

058-245-0564

和田内科クリニック

岐阜県岐阜市長良2-156

058-297-2676

なかのまちクリニック

岐阜県岐阜市本荘中ノ町10-29-1

058-275-5050

山田メディカルクリニック

岐阜県岐阜市東金宝町1-12

058-265-1411

医療法人聖徳会 小笠原内科

岐阜県岐阜市加納村松町3-3

058-273-5250

大塚レディスクリニック

岐阜県岐阜市切通7-13-17

058-248-8838

医療法人社団 たけのうちクリニック

岐阜県岐阜市柳津町高桑3-16

058-279-5015

いまいずみクリニック

岐阜県岐阜市早田栄町4-23

058-210-1184

かねまつ整形外科

岐阜県岐阜市柳津町上佐波1-24

058-279-3588

鎌倉内科

岐阜県岐阜市鍵屋西町2-23

058-251-0700

医療法人社団ｶﾜﾑﾗﾔｽｵﾒﾃﾞｨｶﾙｿｻｴﾃｨ河村病院

岐阜県岐阜市芥見大般若1-84

058-241-3311

よこやま内科

岐阜県岐阜市今嶺1-28-9

058-268-3080

たてべファミリークリニック

岐阜県岐阜市福光東2-4-3

058-296-1231

金花堂クリニック

岐阜県岐阜市六条南2-7-3

058-216-0873

やまが整形外科

岐阜県岐阜市真砂町9-5

058-264-8822

高井クリニック

岐阜県岐阜市曙町2-17-1

058-247-2356

城南病院

岐阜県岐阜市茜部新所1-21-22

058-273-8000

医療法人渡邉会

岐阜県岐阜市池ノ上町4-74

058-233-8732

医療法人社団幸紀会 安江病院

しま医院

岐阜県岐阜市鏡島西2-4-14

058-253-7745

ちかいしクリニック

岐阜県岐阜市光町2-44

058-210-1155

医療法人社団慈朋会 澤田病院

岐阜県岐阜市野一色7-2-5

058-247-3355

医療法人社団 誠広会 平野総合病院

岐阜県岐阜市黒野176-5

058-239-2325

医療法人社団 操健康クリニック

岐阜県岐阜市薮田南1-4-20

058-274-0330

医療法人清友会 笠松病院

岐阜県岐阜市中鶉3-11

058-276-2881

社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル

岐阜県岐阜市市橋3-7-22

058-276-2131

みどり病院

岐阜県岐阜市北山1-14-24

058-241-0681

こじま内科クリニック

岐阜県岐阜市西中島7-5-15

058-232-8833

岐阜県4

実施機関名

所在地

電話番号

戸谷内科

岐阜県岐阜市大福町8-35

058-231-3969

くまざき内科

岐阜県岐阜市日置江1-72

058-279-1880

いなば内科

岐阜県岐阜市伊奈波通1-51

058-263-0178

医療法人社団 医源会 石黒クリニック

岐阜県岐阜市正木北町6-37

058-231-1515

小牧内科クリニック

岐阜県岐阜市昭和町2-11

058-253-7717

医療法人社団良生会 棚橋耳鼻咽喉科

岐阜県岐阜市霞町24

058-263-4523

ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ

岐阜県岐阜市長良東3-3

058-231-3029

長良内科クリニック

岐阜県岐阜市八代2-11-1

058-242-9933

上久保内科クリニック

岐阜県岐阜市長良小松町2-10

058-296-1360

しもむら医院

岐阜県岐阜市神室町5-3

058-262-3797

本荘内科・呼吸器科

岐阜県岐阜市早苗町１－２４ ベルハウス１ＦＣ

058-251-2530

みながわ内科・循環器科クリニック

岐阜県岐阜市折立895-1

058-234-8077

守屋医院

岐阜県岐阜市柳川町18

058-251-1783

はしもと内科

岐阜県岐阜市岩地1-2-8

058-245-5641

かわごえクリニック

岐阜県岐阜市木田2-17-1

058-234-2221

浅川クリニック

岐阜県各務原市蘇原栄町2丁目23番地

058－382-3166

あちわ内科胃腸科

岐阜県各務原市鵜沼東町1丁目102番地

058－370-5959

いちょう通り藤村クリニック

岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目100番地1

058－383-0388

いでぐち医院

岐阜県各務原市鵜沼東町2丁目1番地1

058－379-1200

いなばファミリークリニック

岐阜県各務原市上中屋町4丁目43番地

058－382-1555

今尾医院

岐阜県各務原市那加新加納町2126番地

058－382-0048

宇治循環器内科クリニック

岐阜県各務原市各務西町6丁目40番地

058－379-0270

内田医院

岐阜県各務原市川島松原町401番地7

0586-89-2562

大岡脳神経外科・リハビリクリニック

岐阜県各務原市鵜沼各務原町2丁目46番地

058－379-2300

大橋クリニック

岐阜県各務原市鵜沼各務原町5丁目171番地

058－370-5350

おくだ内科

岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町5丁目240番地

058－370-5511

奥野医院

岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘町17番地１８

058－382-6165

小野木医院

岐阜県各務原市蘇原大島町5丁目167

058－382-0080

各務原第一外科

岐阜県各務原市蘇原青雲町4丁目1番地70

058－382-3399

各務原病院

岐阜県各務原市蘇原東山1丁目60番地

058－389-2228

香川医院

岐阜県各務原市小佐野町6丁目86番地１

058－383-8350

かわさきクリニック

岐阜県各務原市鵜沼川崎町2丁目126番地

058－371-8588

木田医院ファミリークリニック

岐阜県各務原市蘇原希望町1-7-1

058－383-5010

小林内科

岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目173番地

058－370-5577

五島医院

岐阜県各務原市各務おがせ町9丁目3番地

058－384-0122

榊原整形外科

岐阜県各務原市鵜沼各務原町3丁目550番地８

058－370-5159

佐々木クリニック

岐阜県各務原市那加西市場7丁目285番地5

058－371-6663

柴崎内科

岐阜県各務原市那加柄山町103番地5

058－389-2800

しももとクリニック

岐阜県各務原市蘇原東島町3丁目163番地3

058－389-8088

各務原リハビリテーション病院

岐阜県各務原市鵜沼山崎町6丁目8番地2

058-384-8485

新加納内科

岐阜県各務原市那加新加納町1989番地１

058－382-4969

そはら赤座医院

岐阜県各務原市蘇原旭町1丁目96番地3

058－382-5822

そはら整形外科

岐阜県各務原市蘇原青雲町2丁目22番地2

058－371-8177

そはら永田クリニック

岐阜県各務原市蘇原外山町2丁目71番地1

058－371-0365

高橋小児科眼科

岐阜県各務原市蘇原六軒町4丁目46番地

058－382-6277

たけうち内科

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目106番地1

058－384-3211

つかはら医院

岐阜県各務原市那加楠町45番地68

058－382-3933

恒川医院

岐阜県各務原市鵜沼南町5丁目36番地

058－384-0047

永井内科・消化器科

岐阜県各務原市那加桜町3丁目282番地

058－382-0446

永田内科

岐阜県各務原市那加西野町129番地

058－382-4839

二宮医院

岐阜県各務原市那加南栄町16番地

058－382-0107

岐阜県5

実施機関名

所在地

電話番号

丹羽医院

岐阜県各務原市前渡西町3丁目18番地

058－386-8622

にんじん通りハートクリニック

岐阜県各務原市鵜沼南町2丁目130番地5

058－384-0899

のぎもりクリニック

岐阜県各務原市鵜沼羽場町1丁目103番地

058－370-5105

馬場医院

岐阜県各務原市鵜沼各務原町4丁目88番地

058－384-1679

林内科耳鼻咽喉科

岐阜県各務原市蘇原新栄町1丁目73番地1

058－371-5511

ひらの内科クリニック

岐阜県各務原市蘇原瑞穂町3丁目76番地1

058－383-0012

ふせや小児科

岐阜県各務原市鵜沼東町4丁目53番地

058－370-0606

古田医院

岐阜県各務原市鵜沼各務原町4-316

058－370-0010

堀産婦人科

岐阜県各務原市蘇原花園町1丁目99番地

058－382-3303

村上医院耳鼻咽喉科

岐阜県各務原市蘇原東門町2丁目78番地

058-371-7650

山下クリニック

岐阜県各務原市鵜沼東町4丁目178番地

058-384-5311

山田記念クリニック

岐阜県各務原市鵜沼東町5丁目39番地2

058-384-8100

米倉胃腸科クリニック

岐阜県各務原市鵜沼西町3丁目131番地１

058-370-0781

横山クリニック

岐阜県各務原市那加北洞町1丁目414番地の1

058-371-1211

さくら胃腸科内科クリニック

岐阜県各務原市那加住吉町1丁目48番地の1

058-380-5150

かわしまファミリークリニック

岐阜県各務原市川島町松倉町2370-50

0586-89-7800

田中クリニック

岐阜県各務原市那加前洞新町4丁目181番地

058-380-0525

なぎクリニック

岐阜県各務原市蘇原申子町2丁目11番地の１

058-322-2390

酒井クリニック

岐阜県各務原市蘇原柿沢町1丁目47番地

058-382-1002

横山病院

岐阜県各務原市那加元町8番地

058-382-0119

村井医院

岐阜県各務原市緑苑中2丁目93番地

058-370-7838

フェニックス総合クリニック

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番地

058-382-2000

あさの内科

岐阜県各務原市蘇原希望町4-31-1

058-322-9067

松波総合病院

岐阜県羽島郡笠松町田代185番地1

058-388-0111

まつなみ健康増進クリニック

岐阜県羽島郡笠松町泉町10番地

058-387-2128

愛生病院

岐阜県羽島郡笠松町円城寺971番地

058-388-3300

岩村医院

岐阜県羽島郡笠松町門間1270番地

058-387-0180

片山クリニック

岐阜県羽島郡笠松町田代1098番地1

058-388-8700

こめの医院

岐阜県羽島郡笠松町米野243番地

058-387-6010

内科小児科小寺医院

岐阜県羽島郡笠松町美笠通3丁目20番地

058-387-4504

杉山内科医院

岐阜県羽島郡笠松町奈良町119番地

058-388-3600

羽島クリニック

岐阜県羽島郡笠松町門間578番地1

058-387-6161

吉田胃腸科

岐阜県羽島郡笠松町門前町67番地2

058-387-2217

ひらたクリニック

岐阜県羽島郡笠松町田代325番地1

058-387-3378

伊藤内科

岐阜県羽島郡笠松町上本町13番地

058-387-2257

赤座医院上印食診療所

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目12番地

058-247-2626

岡山クリニック

岐阜県羽島郡岐南町徳田5丁目101番1

058-268-0307

おおしろ内科

岐阜県羽島郡岐南町野中2丁目94番1

058-249-1366

河合内科クリニック

岐阜県羽島郡岐南町八剣8丁目43番地

058-247-6630

北田内科クリニック

岐阜県羽島郡岐南町下印食2丁目45番地

058-278-1030

サンライズクリニック

岐阜県羽島郡岐南町野中3丁目220番地

058-247-3322

伏見医院

岐阜県羽島郡岐南町三宅1丁目204番地

058-247-8828

渡辺小児科

岐阜県羽島郡岐南町八剣1丁目24番地

058-246-8882

やまうちクリニック

岐阜県羽島郡岐南町八剣北5丁目79番1

058-215-7771

おくむらメモリークリニック

岐阜県羽島郡岐南町下印食3丁目14-1

058-215-5509

青山内科

岐阜県羽島市竹鼻町277-1

058-392-3821

浅野内科こどもクリニック

岐阜県羽島市福寿町浅平5-11

058-393-2811

あさこうクリニック

岐阜県羽島市福寿町浅平3-33

058-391-1133

あまきクリニック

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内8-60-2

058-394-1278

羽島皮膚科・内科

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内5-15

058-392-1226

医療法人 充仁会 岩佐医院

岐阜県羽島市正木町坂丸2-130

058-392-8888

岐阜県6

実施機関名

所在地

電話番号

いわたクリニック

岐阜県羽島市正木町上大浦2-38

058-394-3017

小川医院

岐阜県羽島市下中町城屋敷569

058-398-3211

小田内科

岐阜県羽島市足近町1-41-1

058-392-1225

医療法人 道明会 加地内科

岐阜県羽島市足近町7丁目473

058-392-6688

丸の内クリニック

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内11-87

058-393-0765

医療法人社団雪嶺会 河合胃腸科クリニック

岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1120-1

058-392-5118

河村医院

岐阜県羽島市舟橋町2-1

058-392-2281

黒田医院

岐阜県羽島市桑原町八神4352

058-398-8201

田中整形外科

岐阜県羽島市正木町大浦660-1

058-391-8555

医療法人社団 丹菊整形外科

岐阜県羽島市小熊町島2丁目78-1

058-391-1411

陳産婦人科

岐阜県羽島市小熊町島4-77

058-391-4188

花林レディースクリニック

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内4-5

058-393-1122

不破医院

岐阜県羽島市正木町不破一色258

058-391-2238

山田医院

岐阜県羽島市上中町長間1270-1

058-392-2313

医療法人社団平成会 渡邉医院

岐阜県羽島市竹鼻町22の1

058-392-2223

医療法人東山会 長良川クリニック

岐阜県羽島市竹鼻町梅ヶ枝町370-1

058-392-2525

大島内科クリニック

岐阜県羽島市竹鼻町共栄町2990-1

058-391-0707

さの内科クリニック

岐阜県羽島市小熊町島2-1

058-391ｰ8802

ながき内科クリニック

岐阜県羽島市舟橋町宮北1-27

058-393-0077

下野外科胃腸科医院

岐阜県瑞穂市馬場上光町1丁目１０６番地

058-327-3333

吉村内科

岐阜県瑞穂市別府１２９７番地

058-327-0020

国枝医院

岐阜県瑞穂市牛牧８０１番地１

058-327-2835

所内科医院

岐阜県瑞穂市別府２３１番地

058-327-3773

ほづみ整形外科医院

岐阜県瑞穂市別府７９１番地１

058-326-5000

福田内科医院

岐阜県瑞穂市本田１０１７番地１

058-327-0721

佐竹整形外科

岐阜県瑞穂市穂積１８４５番地１

058-326-2022

宇土医院

岐阜県瑞穂市馬場小城町１丁目８２番地

058-327-5513

高木クリニック

岐阜県瑞穂市古橋１０７５番地１

058-328-5577

広瀬内科クリニック

岐阜県瑞穂市別府１０７４番地１

058-326-7773

関谷皮膚科

岐阜県瑞穂市別府１０５３番地

058-326-3002

名和内科

岐阜県瑞穂市重里２００５番地

058-328-3311

サンシャインＭ＆Ｄクリニック

岐阜県瑞穂市本田１７４番地１

058-329-5522

若園医院

岐阜県瑞穂市唐栗２７３番地

058-328-2021

みずほクリニック

岐阜県瑞穂市本田５５６番地１

058-327-5252

三輪クリニック

岐阜県瑞穂市森３９７番地１

058-328-7323

さくらクリニック

岐阜県瑞穂市稲里６８９番地３

058-325-0570

白木医院

岐阜県本巣市下真桑７１６番地

058-323-0357

本巣内科クリニック

岐阜県本巣市曽井中島１０１１番地

0581-34-4643

まくわクリニック

岐阜県本巣市軽海４９５番地７

058-323-9199

糸貫内科クリニック

岐阜県本巣市三橋７８番地１

058-323-7117

宝寿クリニック

岐阜県本巣市文殊１１５番地７５

0581-34-3838

つじクリニック

岐阜県本巣市七五三３１９番地１

058-320-5200

本巣市国民健康保険本巣診療所

岐阜県本巣市神海６２４番地１

0581-32-5211

本巣市国民健康保険根尾診療所

岐阜県本巣市根尾樽見８０番地

0581-38-2571

国枝医院

岐阜県本巣市文殊８８３番地１

0581-34-2262

堀部クリニック

岐阜県本巣市仏生寺２４番地５

058-324-8181

なかしま医院

岐阜県本巣市早野６５３番地１

058-320-3838

伊藤医院

岐阜県本巣郡北方町北方１７４９番地４

058-324-0030

齋藤リウマチ科内科整形外科

岐阜県本巣郡北方町栄町1-27

058-324-8000

大野医院

岐阜県本巣郡北方町北方１７６８番地

058-324-0270

北方医院

岐阜県本巣郡北方町北方１８１６番地２３

058-324-0043

岐阜県7

実施機関名

所在地

電話番号

鹿野クリニック

岐阜県本巣郡北方町高屋白木２丁目７７

058-324-1222

北方ひまわりクリニック

岐阜県本巣郡北方町曲路２丁目１３６番地

058-320-0188

さとうファミリークリニック

岐阜県本巣郡北方町小柳１丁目９５

058-323-2511

いのうえクリニック

岐阜県本巣郡北方町芝原東町３丁目５０

058-323-8077

野口整形外科内科医院

岐阜県本巣郡北方町柱本５９２番地３

058-320-3232

あらいクリニック

岐阜県山県市高富２１１９－１

0581-23-1188

早川胃腸科外科クリニック

岐阜県山県市岩佐７８３－１

0581-52-1212

にのみやクリニック

岐阜県山県市高富９２７－１

0581-22-1717

なりみやクリニック

岐阜県山県市高富１６１４

0581-22-1213

鳥沢クリニック

岐阜県山県市高木１０１６－１

0581-22-1088

鳥澤医院

岐阜県山県市大森３８１

0581-36-2311

宇野クリニック

岐阜県山県市伊佐美２４３

0581-27-2100

臼井内科医院

岐阜県山県市富永４１４

0581-52-2030

遠渡内科

岐阜県山県市東深瀬６８３－３

0581-27-2888

やまもと整形外科

岐阜県山県市高富２０９２－１

0581-27-0710

てらしま整形外科

岐阜県山県市東深瀬１７５－１

0581-27-0287

岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院

岐阜県山県市高富１１８７-3

0581-22-1811

医療法人社団慈正会 石田内科

岐阜県岐阜市福富出口１４３

058-229-5530

永田医院

岐阜県岐阜市福富天神前７８番地１

058-229-2101

医療法人杏正会 大前医院

岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷２０５－２

058-229-3131

井口クリニック

岐阜県大垣市領家町2丁目93番地

0584-77-5355

池田内科

岐阜県大垣市番組町2丁目16番地

0584-78-3306

市川外科

岐阜県大垣市南若森町328番地

0584-75-5078

伊藤医院

岐阜県大垣市藤江町6丁目109番地

0584-78-2385

岩田医院

岐阜県大垣市墨俣町墨俣1121番地1

0584-62-5305

梅村皮膚科内科

岐阜県大垣市上屋2丁目14番地

0584-88-0080

大井内科クリニック

岐阜県大垣市大井2丁目45番地

0584-74-1192

大垣市民病院 （健康管理センター）

岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地

0584-81-3341

大垣整形外科

岐阜県大垣市笠縫町454番地

0584-78-3058

大垣セントラルクリニック

岐阜県大垣市赤坂新田1丁目63番地1

0584-71-0163

大垣中央病院

岐阜県大垣市見取町4丁目2番地

0584-73-0377

大垣バイパス医院

岐阜県大垣市中野町5丁目419番地1

0584-81-6781

大橋医院

岐阜県大垣市伝馬町104番地1

0584-78-5305

大屋クリニック

岐阜県大垣市浅中3丁目9番地1

0584-89-4681

奥田整形外科

岐阜県大垣市新田町1丁目11番地1

0584-89-7222

金森病院

岐阜県大垣市荒尾町58番地

0584-91-3331

大垣市国民健康保険上石津診療所

岐阜県大垣市上石津町上原1438番地

0584-45-2014

くさかべ整形外科

岐阜県大垣市波須3丁目30番地1

0584-77-0660

倉橋クリニック

岐阜県大垣市宿地町943番地1

0584-78-6632

小嶋内科クリニック

岐阜県大垣市長松町1261番地1

0584-92-0077

後藤医院

岐阜県大垣市錦町41番地

0584-78-1008

近藤クリニック

岐阜県大垣市林町8丁目85番地1

0584-83-3900

サクマ医院

岐阜県大垣市鶴見町721番地1

0584-78-5683

さとう内科クリニック

岐阜県大垣市北方町4丁目103番地

0584-83-0788

しずさと診療所

岐阜県大垣市久徳町153番地1

0584-93-1170

しみず消化器クリニック

岐阜県大垣市割田2丁目131番地1

0584-89-7107

墨俣医院

岐阜県大垣市墨俣町上宿874番地1

0584-62-3311

竹中医院

岐阜県大垣市室村町1丁目54番地2

0584-78-4531

竹中胃腸科

岐阜県大垣市宮町1丁目29番地

0584-74-1283

田辺内科医院

岐阜県大垣市上面2丁目92番地2

0584-81-1511

東島内科医院

岐阜県大垣市御殿町1丁目56番地

0584-78-2268

岐阜県8

実施機関名

所在地

電話番号

とみだ内科

岐阜県大垣市南頬町4丁目144番地

0584-74-4114

長沢整形外科

岐阜県大垣市稲葉東3丁目18番地1

0584-92-2233

名和医院

岐阜県大垣市開発町2丁目65番地1

0584-74-0170

西尾医院

岐阜県大垣市竹島町43番地

0584-78-2427

沼口医院

岐阜県大垣市笠木町650番地

0584-91-3406

ライトクリニック

岐阜県大垣市鶴見町226番地

0584-78-5041

はやかわクリニック

岐阜県大垣市東町2丁目7番地1

0584-77-7735

林外科クリニック

岐阜県大垣市内原1丁目167番地

0584-89-6565

細川おなかクリニック

岐阜県大垣市世安町2丁目68番地7

0584-82-1192

松岡医院

岐阜県大垣市林町10丁目1307番地3

0584-73-5391

松岡内科クリニック

岐阜県大垣市新田町2丁目14番地

0584-89-1948

真鍋医院

岐阜県大垣市花園町4丁目10番地1

0584-75-1211

馬渕消化器内科クリニック

岐阜県大垣市高屋町1丁目54番地

0584-74-1511

三城クリニック

岐阜県大垣市上面2丁目61番地

0584-81-8585

村島内科

岐阜県大垣市船町5丁目11番地2

0584-78-2718

森外科医院

岐阜県大垣市牧野町3丁目50番地

0584-71-3111

山川医院

岐阜県大垣市本町1丁目82番地

0584-78-3227

山岸マタニティクリニック

岐阜県大垣市俵町133番地

0584-75-5688

山中クリニック

岐阜県大垣市本今町187番地1

0584-82-2151

吉田内科

岐阜県大垣市綾野5丁目29番地

0584-92-2188

和田医院

岐阜県大垣市荒尾玉池2丁目40番地

0584-91-4000

石田内科

岐阜県大垣市旭町2丁目1番地1

0584-81-0022

やすだクリニック小児科・内科

岐阜県大垣市北切石町3丁目1番地1

0584-78-0011

浅野内科胃腸科クリニック

岐阜県大垣市外花6丁目62番地

0584-88-1201

いはらクリニック

岐阜県大垣市青墓町1丁目131番地

0584-91-1121

むかわハートクリニック

岐阜県大垣市寺内町3丁目53番地1

0584-83-3677

かんべ内科クリニック

岐阜県大垣市木戸町2丁目80番地

0584-75-2666

ますえクリニック

岐阜県大垣市宮町1丁目1番地 スイトテラス2階

0584-75-0022

大垣徳洲会病院

岐阜県大垣市林町6丁目85番地1

0584-77-6110

名和病院

岐阜県大垣市藤江町6丁目50番地

0584-78-3111

渡辺内科クリニック

岐阜県大垣市御殿町2丁目21番地

0584-78-2266

伊藤内科・神経科

岐阜県海津市南濃町駒野252-1

0584-55-0045

稲田クリニック

岐阜県海津市平田町今尾800-1

0584-66-2700

大井耳鼻咽喉科

岐阜県海津市南濃町松山182-6

0584-56-2511

おおや内科循環器科

岐阜県海津市海津町内記207-1

0584-53-0899

岡田医院

岐阜県海津市海津町東小島5

0584-53-0051

小川クリニック

岐阜県海津市南濃町駒野469番地の1

0584-55-2131

可知医院

岐阜県海津市南濃町太田801-1

0584-56-1044

かわい整形外科

岐阜県海津市平田町三郷626-1

0584-66-3569

小坂井レディスクリニック

岐阜県海津市海津町馬目393-3

0584-53-3388

佐久間医院

岐阜県海津市平田町蛇池95

0584-66-2417

寺倉医院

岐阜県海津市平田町幡長565番地

0584-67-3023

とみなり整形外科

岐阜県海津市海津町馬目56番地

0584-53-4118

中尾皮フ科クリニック

岐阜県海津市南濃町田鶴四間割407

0584-56-0300

野村クリニック

岐阜県海津市南濃町太田267-1

0584-59-0070

藤橋医院

岐阜県海津市南濃町羽沢333-10

0584-55-0024

森木医院

岐阜県海津市南濃町松山193の5

0584-56-2311

海津市医師会病院

岐阜県海津市海津町福江656番地の16

0584-53-7111

医療法人清澄会 不破ノ関病院

岐阜県不破郡垂井町９４番地の１

0584-22-0411

和田内科胃腸科

岐阜県不破郡垂井町綾戸９０３番地の７

0584-23-2828

古井医院

岐阜県不破郡垂井町１１０２番地の１

0584-22-0031

岐阜県9

実施機関名

所在地

電話番号

あいはら医院

岐阜県不破郡垂井町栗原１５４９番地

0584-22-1013

はくあい内科クリニック

岐阜県不破郡垂井町東神田２丁目２３番地の１

0584-24-1265

多賀内科医院

岐阜県不破郡垂井町表佐１５３９番地

0584-22-0107

不破医院

岐阜県不破郡垂井町宮代１６７４番地の１

0584-22-0126

古川医院

岐阜県不破郡垂井町楠田１８３６番地の１３

0584-22-0811

医療法人 安田医院

岐阜県不破郡垂井町大石字中野７８２番地の１

0584-22-3153

やまざきキッズクリニック

岐阜県不破郡垂井町東神田２丁目３０番地

0584-23-0577

医療法人紫水会 藤井病院

岐阜県不破郡関ケ原町大字関ヶ原３２３８番地

0584-43-0032

医療法人社団 浅野医院

岐阜県不破郡関ケ原町大字関ヶ原１１０２番地の１

0584-43-0017

医療法人社団翠風会 関ケ原クリニック

岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原３１０７番地の１

0584-43-2999

国民健康保険関ヶ原病院

岐阜県不破郡関ケ原町大字関ヶ原２４９０番地の２９

0584-43-1122

国民健康保険関ヶ原病院

岐阜県不破郡関ケ原町大字関ヶ原２４９０番地の２９

0584-43-1122

安八診療所

岐阜県安八郡安八町南今ケ渕270-2

0584-64-3616

にわ整形外科

岐阜県安八郡安八町東結1509-1

0584-62-7811

石田医院

岐阜県安八郡安八町氷取739

0584-64-2012

吉田医院

岐阜県安八郡安八町城1-6

0584-64-3800

岩田内科クリニック

岐阜県安八郡安八町森部1383-1

0584-63-0038

おおくま内科クリニック

岐阜県安八郡安八町東結1520-1

0584-61-1215

西脇医院

岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田430-1

0584-69-5070

大藪診療所

岐阜県安八郡輪之内町楡俣577

0584-69-2009

荒川医院

岐阜県安八郡輪之内町大吉新田562

0584-69-2383

輪之内クリニック

岐阜県安八郡輪之内町四郷1330

0584-68-1008

まつながファミリークリニック

岐阜県安八郡神戸町神戸1705-1

0584-27-5231

大垣北クリニック

岐阜県安八郡神戸町末守737-1

0584-27-1050

竹田整形外科

岐阜県安八郡神戸町北一色北島825

0584-27-8777

高田医院

岐阜県安八郡神戸町神戸468

0584-27-2015

黒川胃腸科外科クリニック

岐阜県安八郡神戸町北一色3-1

0584-27-8800

田中医院

岐阜県安八郡神戸町神戸182

0584-27-2037

下野内科

岐阜県安八郡神戸町神戸955

0584-27-7777

山中ジェネラルクリニック

岐阜県安八郡安八町森部1870-1

0584-63-2333

小林医院

岐阜県揖斐郡揖斐川町黒田439

0585-23-1531

竹中医院

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1353-2-1

0585-22-5656

のだ医院

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪111-8

0585-22-3939

野原クリニック

岐阜県揖斐郡揖斐川町清水1673-1

0585-22-0348

はっとり整形外科

岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永浜下西3221

0585-23-1991

神田外科医院

岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永136

0585-22-0230

大久保医院

岐阜県揖斐郡大野町黒野734-5

0585-32-1510

小森内科胃腸科

岐阜県揖斐郡大野町黒野645-1

0585-34-1000

たしろクリニック

岐阜県揖斐郡大野町下磯498-1

0585-36-1168

国枝医院

岐阜県揖斐郡大野町黒野580

0585-32-0023

若原整形外科

岐阜県揖斐郡大野町黒野117-2

0585-34-3322

竹中胃腸科小児科医院

岐阜県揖斐郡池田町八幡19-3

0585-45-2077

棚橋医院

岐阜県揖斐郡池田町本郷1575-5

0585-45-4187

今村医院

岐阜県揖斐郡池田町池野505-2

0585-45-2133

長瀬診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬1510-1

0585-56-3003

春日診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合3420

0585-58-0011

坂内国保診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬312

0585-53-2107

いけだ整形外科リウマチクリニック

岐阜県揖斐郡池田町八幡1011-1

0585-45-3344

クリニックＩＢ

岐阜県揖斐郡揖斐川町長良657-1

0585-22-0112

藤橋国保診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山644-10

0585-52-2110

むらせファミリークリニック

岐阜県揖斐郡池田町池野300-1

0585-44-2727

岐阜県10

実施機関名

所在地

電話番号

谷汲中央診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名札246-7

0585-56-3133

クリニックラポール

岐阜県揖斐郡大野町大字大野924-1

0585-32-0033

岐阜県厚生農業協同組合連合会揖斐厚生病院

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547-4

0585-21-1111

医療法人社団康誠会おおのクリニック

岐阜県揖斐郡大野町南方二度桜191

0585-35-0055

医療法人社団橘会新生病院

岐阜県揖斐郡池田町本郷1551-1

0585-45-3161

久瀬診療所

岐阜県揖斐郡揖斐川町東津汲974-1

0585-54-2040

中濃厚生病院

岐阜県関市若草通５丁目１番地

0575-22-2211

関中央病院

岐阜県関市平成通２丁目６番１８

0575-21-1080

美濃病院

岐阜県美濃市中央4-3

0575-33-1221

阿知波医院

岐阜県関市出来町１２

0575-22-3271

青山内科

岐阜県関市関口町２－１－４３

0575-22-2202

あずま整形外科

岐阜県関市上白金１０６２

0575-28-6811

石木クリニック

岐阜県関市西本郷通６－７－４１

0575-21-2233

今峰クリニック

岐阜県関市稲口２９５－３

0575-21-0501

内科整形外科 岩橋クリニック

岐阜県関市北福野町１丁目１－１３

0575-23-5625

太田医院

岐阜県関市西門前町２３番地の４

0575-22-2011

大高クリニック

岐阜県関市倉知８３１番地

0575-25-6886

おぜ診療所

岐阜県関市小瀬５５７－１

0575-25-0333

岡田医院

岐阜県関市本町５－１５

0575-22-2078

長村医院

岐阜県関市東山２７－７

0575-24-5281

川村医院

岐阜県関市西田原１３２１

0575-22-2174

こがねだ診療所

岐阜県関市上白金５１１

0575-28-6366

下條内科クリニック

岐阜県関市仲町６－１３

0575-22-5898

高井クリニック

岐阜県関市稲口７７４－４

0575-23-8877

早川医院

岐阜県関市元重町２９番地

0575-22-2138

林 医院

岐阜県関市平和通６丁目１０

0575-22-5531

藤井クリニック

岐阜県関市市平賀７９－１９

0575-25-0303

真鍋内科

岐阜県関市寿町１丁目１番２３号

0575-24-0115

薮下医院

岐阜県関市弥生町１－３－２０

0575-22-2366

やまとう内科クリニック

岐阜県関市北仙房３７－１

0575-25-0505

乾 医院

岐阜県関市武芸川町高野５９０－１

0575-46-2017

竹内医院

岐阜県関市下之保２８２５

0575-49-2003

平岡医院

岐阜県関市武芸川町谷口８３４

0575-46-3027

津保川診療所

岐阜県関市富之保1956番地1

0575-49-3016

洞戸診療所

岐阜県関市洞戸市場２９２番地３

0581-58-2201

板取診療所

岐阜県関市板取６５０３

0581-57-2153

みの長村医院

岐阜県美濃市１３９０番地１

0575-33-0138

堅田外科

岐阜県美濃市生櫛１６８６－２５

0575-35-1678

五井クリニック

岐阜県美濃市２２８２

0575-33-0039

しのだファミリークリニック

岐阜県美濃市生櫛東河原１６１４－６

0575-31-3011

そね医院

岐阜県美濃市蕨生字浅野１４３－５

0575-34-8255

滝谷医院

岐阜県美濃市下河和５１６

0575-32-2303

てらしまクリニック

岐阜県美濃市段１１８－２

0575-35-0102

なかの内科クリニック

岐阜県美濃市広岡町２９３２－１

0575-31-0603

恵みクリニック

岐阜県関市大平台１４－８

0575-28-3120

医療法人すずらん会安田医院

岐阜県関市倉知１４８-１

0575-22-1121

臼井ハツラツクリニック

岐阜県関市鋳物師屋6-11-7

0575-25-0330

さわやか内科クリニック

岐阜県関市山田823-1

0575-46-9361

桜台医院

岐阜県関市桜台1-6-6

0575-24-4100

あいデンタル・メディカルクリニック

岐阜県関市山田979-1

0575-28-2016

医療法人春陽会 慈恵中央病院

岐阜県郡上市美並町大原1-1

0575-79-2030

岐阜県11

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人新生会 八幡病院

岐阜県郡上市八幡町桜町278

0575-65-2151

ばんの内科

岐阜県郡上市美並町白山779

0575-79-2013

沢崎医院

岐阜県郡上市白鳥町為真1308-1

0575-82-2080

杉下医院

岐阜県郡上市八幡町五町3-15-2

0575-67-2177

大和医院

岐阜県郡上市大和町徳永788

0575-88-2811

森田医院

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良748-1

0575-82-6121

岡部内科

岐阜県郡上市大和町剣88-5

0575-88-3321

石井医院

岐阜県郡上市白鳥町白鳥405

0575-82-2047

医療法人社団白鳳会 鷲見病院郡上健診センター

岐阜県郡上市白鳥町白鳥2-1

0575-83-0272

医療法人社団鼎会 堀谷医院

岐阜県郡上市八幡町中坪1-7

0575-65-6868

つるだクリニック

岐阜県郡上市高鷲町大鷲2049-1

0575-72-0020

県北西部地域医療センター 国保和良診療所

岐阜県郡上市和良町沢882

0575-77-2311

県北西部地域医療センター 国保白鳥病院

岐阜県郡上市白鳥町為真1205-1

0575-82-3131

県北西部地域医療センター 国保高鷲診療所

岐阜県郡上市高鷲町大鷲201-2

0575-72-5072

いこまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋1065

0574-54-1233

うえだクリニック

岐阜県美濃加茂市下米田町小山1046-7

0574-26-2281

黒岩内科小児科ｸﾘﾆｯｸ

岐阜県美濃加茂市太田本町2-6-18

0574-26-0525

こくぼクリニック

岐阜県美濃加茂市本郷町9-18-26

0574-28-0133

こじま内科循環器科

岐阜県美濃加茂市太田町3529-3

0574-66-5551

さぐち内科

岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1549-3

0574-27-7314

そぶえ内科・胃腸科クリニック

岐阜県美濃加茂市太田町2727-1

0574-25-8101

土屋クリニック

岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋4479

0574-28-5955

西田醫院

岐阜県美濃加茂市本郷町7-134-1

0574-28-3371

納土内科

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野100

0574-26-1881

野尻整形外科

岐阜県美濃加茂市太田町1887-2

0574-25-3500

野尻内科医院

岐阜県美濃加茂市下米田町今134-1

0574-24-0633

林クリニック

岐阜県美濃加茂市前平町1-100-1

0574-28-8899

日江井外科

岐阜県美濃加茂市古井町下古井2979-6

0574-25-2624

安田内科クリニック

岐阜県美濃加茂市田島町4-8-6

0574-27-5088

渡辺医院

岐阜県美濃加茂市太田町3436-8

0574-25-2625

わたなべ内科クリニック

岐阜県美濃加茂市深田町3-19-1

0574-23-1070

堀部医院

岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋372-1

0574-25-2910

木沢記念病院

岐阜県美濃加茂市古井町下古井590

0574-25-2181

太田病院

岐阜県美濃加茂市太田町2855-1

0574-26-1251

一般財団法人総合保健センター

岐阜県美濃加茂市西町7丁目169番地

0574-25-5324

岐阜健康管理センターすこやかクリニック

岐阜県美濃加茂市西町１丁目292番地

0574-25-2982

伊佐治医院

岐阜県加茂郡八百津町八百津3926

0574-43-0011

佐藤クリニック

岐阜県加茂郡八百津町八百津4228-4

0574-43-1200

石原医院

岐阜県加茂郡富加町羽生1481-2

0574-54-3121

小島内科

岐阜県加茂郡七宗町上麻生2441-1

0574-48-1010

小林クリニック

岐阜県加茂郡坂祝町黒岩383-5

0574-25-8077

大賀医院

岐阜県加茂郡白川町赤河1431

0574-73-1126

新田医院

岐阜県加茂郡白川町中川488

0574-72-1503

安江医院

岐阜県加茂郡白川町黒川1852-1

0574-77-1171

白川病院

岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5770

0574-72-2222

田原医院

岐阜県加茂郡川辺町中川辺1544

0574-53-5588

濃飛ファミリークリニック

岐阜県加茂郡川辺町西栃井1225-1

0574-53-3111

東白川村国保診療所

岐阜県加茂郡東白川村神土６９２－２

0574-78-2023

カブチ山田クリニック

岐阜県加茂郡七宗町神渕10290-1

0574-46-0035

和知すこやかクリニック

岐阜県加茂郡八百津町和知1032-52

0574-43-3001

みのかも西クリニック

岐阜県美濃加茂市西町5丁目337-1

0574-28-5310

岐阜県12

実施機関名

所在地

電話番号

山手クリニック

岐阜県美濃加茂市田島町2-13-15

0574-28-5611

Akiなかむらクリニック

岐阜県可児市坂戸599

0574-60-2300

あんどうクリニック

岐阜県可児市下恵土3440-678

0574-63-6611

牛丸内科

岐阜県可児市下恵土5830

0574-63-1611

奥野医院

岐阜県可児市下切3808-1

0574-62-7501

可児とうのう病院

岐阜県可児市土田1221-5

0574-25-3113

桜ヶ丘診療所

岐阜県可児市桜ヶ丘6-73-7

0574-64-1825

さつきクリニック

岐阜県可児市皐ケ丘1-168

0574-56-1077

たかぎ内科

岐阜県可児市土田3551-1

0574-25-7181

西可児医院

岐阜県可児市帷子新町2-99

0574-65-0123

東可児病院

岐阜県可児市広見1520

0574-63-1200

藤掛病院

岐阜県可児市広見876

0574-62-0030

堀澤医院

岐阜県可児市広見2301-1

0574-61-0038

やまだ内科クリニック

岐阜県可児市菅刈839-5

0574-69-0760

山本内科耳鼻科

岐阜県可児市長坂1-87-2

0574-65-1919

中島クリニック

岐阜県可児市東帷子136

0574-65-8833

武市クリニック

岐阜県可児市今渡1256-１

0574-25-1138

こんどう内科クリニック

岐阜県可児市羽崎245-1

0574-60-2345

梶の木内科医院

岐阜県可児市川合2340-1

0574-60-3222

今井内科

岐阜県可児市今渡1333-1-1

0574-26-1234

桜ケ丘クリニック

岐阜県可児市桜ヶ丘6-73-8

0574-64-4588

たなかハートクリニック

岐阜県可児市今渡2393-1

0574-62-9522

わかやまクリニック

岐阜県可児市瀬田847-1

0574-60-1171

濃成病院

岐阜県可児市広見851-8

0574-62-1100

酒向産婦人科

岐阜県可児市今渡1886

0574-62-3111

杉山こどもクリニック

岐阜県可児市下恵土1625-1

0574-63-5100

可児医院

岐阜県可児郡御嵩町伏見885

0574-67-0506

たはら心臓血管ｸﾘﾆｯｸ

岐阜県可児郡御嵩町中2444

0574-67-0250

御嵩クリニック

岐阜県可児郡御嵩町御嵩62

0574-67-5757

桃井病院

岐阜県可児郡御嵩町中2163

0574-67-2108

アカシクリニック

岐阜県可児郡御嵩町上恵土1285-1

0574-66-6611

田原医院

岐阜県可児郡御嵩町中2424

0574-67-0030

多治見市民病院

岐阜県多治見市前畑町3丁目43番地

0572-22-5211

安藤内科

岐阜県多治見市生田町1丁目6番地の1

0572-23-8311

夏目整形外科

岐阜県多治見市錦町3丁目4番地の1

0572-23-4720

医療法人仁寿会タジミ第一病院

岐阜県多治見市小名田町西ヶ洞１番648

0572-22-5131

医療法人社団訓生会太田医院

岐阜県多治見市明治町1丁目47番地

0572-22-0037

医療法人成峰会 小林医院

岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目29番地の5

0572-27-5312

医療法人社団 西尾崇クリニック

岐阜県多治見市金岡町1丁目70番地

0572-24-0689

医療法人社団 こいずみ岸川クリニック

岐阜県多治見市小泉町8丁目128番地の1

0572-27-2481

仲西クリニック

岐阜県多治見市明和町6丁目32番地15

0572-29-1181

医療法人社団清祥会市之倉診療所

岐阜県多治見市市之倉町8丁目114番地

0572-22-3811

医療法人社団照偶会希望ヶ丘クリニック

岐阜県多治見市希望ヶ丘4丁目58番地

0572-25-8520

水田クリニック

岐阜県多治見市音羽町1丁目28番地

0572-22-5222

医療法人恵仁会林かつひこ内科・循環器科

岐阜県多治見市明和町4丁目4番地の９

0572-20-2002

中央クリニック

岐阜県多治見市日ノ出町1丁目17番地

0572-22-3530

むらせクリニック

岐阜県多治見市三笠町1丁目10番地

0572-22-8499

医療法人慈生会浜田・浅井医院

岐阜県多治見市太平町1丁目5番地

0572-22-0522

医療法人順里会根本外科医院

岐阜県多治見市高根町2丁目99番地

0572-27-2821

医療法人社団明寿会池庭医院

岐阜県多治見市宮前町2丁目16番地

0572-22-1819

豊岡医院

岐阜県多治見市豊岡町1丁目61番地

0572-21-2868
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実施機関名

所在地

電話番号

はら内科クリニック

岐阜県多治見市大畑町西仲根3-7

0572-28-3223

医療法人知真会伊藤内科

岐阜県多治見市太平町3丁目15番地

0572-23-6578

おかざきまりこクリニック

岐阜県多治見市幸町3丁目6番地の１

0572-27-1200

医療法人社団啓仁会安藤クリニック

岐阜県多治見市豊岡町3丁目65番地

0572-22-9388

医療法人社団修友会藤井医院

岐阜県多治見市笠原町1966番地の１

0572-43-2188

医療法人社団後藤医院

岐阜県多治見市笠原町3110番地の１

0572-43-2014

笠原診療所

岐阜県多治見市笠原町2837番地の１

0572-44-2261

岡山内科・消化器科クリニック

岐阜県多治見市宝町3丁目31番地の１

0572-21-1717

医療法人社団佳幸会精華医院

岐阜県多治見市白山町1丁目77番地の１７

0572-22-3623

おおむらクリニック

岐阜県多治見市宝町10丁目14番地

0572-25-0166

医療法人社団玲仁会幸クリニック

岐阜県多治見市幸町7丁目28番地の１４

0572-20-2055

光ケ丘クリニック

岐阜県多治見市光ケ丘2丁目50番地の１

0572-21-0510

ふくい内科クリニック

岐阜県多治見市松坂町1丁目1番地の５

0572-20-0660

たじみ内科

岐阜県多治見市広小路2-12

0572-22-2333

わたなべクリニック

岐阜県多治見市明和町5-57-5

0572-26-8666

前川ファミリークリニック

岐阜県多治見市錦町1-21-2

0572-22-0682

林内科クリニック

岐阜県多治見市栄町1-36

0572-25-7755

安藤整形外科

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町２－３４

0572-55-5532

井箟医院

岐阜県土岐市下石町１００１－１

0572-57-6906

加藤外科皮膚科

岐阜県土岐市泉町久尻４４－１１

0572-55-3982

加藤耳鼻咽喉科

岐阜県土岐市泉岩畑町１－１１

0572-55-3722

河合クリニック

岐阜県土岐市泉町久尻１１－６

0572-55-6155

川越クリニック

岐阜県土岐市妻木町１４１９－１

0572-58-0033

熊谷医院

岐阜県土岐市泉郷町４－１

0572-55-2008

こせき醫院

岐阜県瑞浪市一色町２－１３２

0572-68-1177

鈴木医院

岐阜県土岐市泉岩畑町２－５３

0572-55-7111

すずき整形外科

岐阜県土岐市土岐口中町５－１

0572-54-0810

高井病院

岐阜県土岐市妻木町１６５８

0572-57-6516

タカギクリニック

岐阜県土岐市泉神栄町４－５

0572-55-3959

駄知診療所

岐阜県土岐市駄知町１２７２－５

0572-59-2101

陶生堂医院

岐阜県土岐市駄知町２２５８－５

0572-59-2171

土岐市立総合病院

岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３－２４

0572-55-2111

土岐内科クリニック

岐阜県土岐市肥田浅野笠神町２－１２

0572-53-0656

中島医院

岐阜県土岐市泉町久尻３０－１０

0572-55-3225

西尾産婦人科

岐阜県土岐市泉大島町２－２６－２

0572-55-1211

はやし内科

岐阜県土岐市土岐口中町２－４０

0572-53-1205

やまむら整形外科

岐阜県土岐市泉町久尻４７－１

0572-55-2018

松井小児内科医院

岐阜県土岐市泉大島町２－１７

0572-54-7222

水野生々堂医院

岐阜県土岐市妻木平成町１－２１

0572-57-6005

石田医院

岐阜県瑞浪市陶町猿爪１１００－１

0572-65-2390

岩島医院

岐阜県瑞浪市南小田町１－１２０

0572-68-6116

大湫病院

岐阜県瑞浪市大湫町１２１

0572-63-2231

勝股医院

岐阜県瑞浪市稲津町小里７２５－１

0572-68-8896

セオ医院

岐阜県瑞浪市寺河戸町１２１２－６

0572-68-2733

タチ医院

岐阜県瑞浪市土岐町２０－１

0572-68-3043

玉田医院

岐阜県瑞浪市日吉町４０２７－２

0572-69-2005

東濃厚生病院

岐阜県瑞浪市土岐町７６－１

0572-68-4111

とよだ小児科クリニック

岐阜県瑞浪市北小田町２－１５９

0572-66-2250

西尾医院

岐阜県瑞浪市陶町猿爪４７３－３

0572-65-2701

野田整形外科

岐阜県瑞浪市北小田町２－２９６－３

0572-68-1817

広瀬クリニック

岐阜県瑞浪市穂並２－１１９

0572-66-2112

岐阜県14

実施機関名

所在地

電話番号

みずなみ岩垣産婦人科

岐阜県瑞浪市樽上町２－２－２

0572-67-1747

瑞浪病院

岐阜県瑞浪市寺河戸町１１９０－２

0572-67-1221

明生クリニック

岐阜県瑞浪市北小田町２－１９８

0572-68-0068

わだ内科外科クリニック

岐阜県瑞浪市山田町６７１－１１

0572-68-3177

佐分利クリニック

岐阜県土岐市土岐口南町4-45

0572-55-0066

東濃中央クリニック

岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町1-14-1

0572-67-1118

ときつクリニック

岐阜県土岐市土岐口中町6-36

0572-56-6200

菱田レデイスクリニック

岐阜県瑞浪市薬師町1-19-3

0572-68-8686

土岐白楊クリニック

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町2-39

0572-53-1151

今井医院

岐阜県中津川市田瀬972-1

0573-72-4377

丹羽内科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

岐阜県中津川市福岡939-16

0573-72-5777

服部内科クリニック

岐阜県中津川市駒場1547-20

0573-65-8877

にしおクリニック

岐阜県中津川市中津川964-274

0573-66-7077

中川医院

岐阜県中津川市落合207-5

0573-69-5015

上田医院

岐阜県中津川市苗木7424

0573-66-7222

可知医院

岐阜県中津川市太田町1-3-1

0573-66-7500

中津川市民病院

岐阜県中津川市駒場1522-1

0573-66-1456

深谷医院

岐阜県中津川市福岡1068

0573-72-2009

坂下病院

岐阜県中津川市坂下722-1

0573-75-3118

回生堂医院

岐阜県中津川市付知町6859-3

0573-82-2125

落合診療所

岐阜県中津川市落合989-9

0573-69-3219

小島クリニック

岐阜県中津川市中津川777-1

0573-65-0011

恵那医院

岐阜県中津川市本町4-4-10

0573-66-1318

田口医院

岐阜県中津川市本町2-6-36

0573-65-2872

城山病院

岐阜県中津川市苗木字那木3725-2

0573-66-1334

つねだ整形外科・皮ふ科

岐阜県中津川市本町4-2-15

0573-65-5766

みお医院

岐阜県中津川市付知町2711-1

0573-82-5211

恵北医院

岐阜県中津川市えびす町3-25

0573-66-1210

笠木医院

岐阜県中津川市茄子川1597-43

0573-68-7161

河村医院

岐阜県中津川市加子母5061-9

0573-79-2033

中津クリニック

岐阜県中津川市本町4-2-28

0573-66-3111

古橋内科クリニック

岐阜県中津川市津島町544-5

0573-66-3915

木村内科

岐阜県中津川市手賀野400-1

0573-65-8088

岩村診療所

岐阜県恵那市岩村町1650-1

0573-43-2572

上矢作病院

岐阜県恵那市上矢作町3111-2

0573-47-2211

飯地診療所

岐阜県恵那市飯地町68-1

0573-22-3027

三郷診療所

岐阜県恵那市三郷町佐々良木1836-1

0573-28-1070

山岡診療所

岐阜県恵那市山岡町上手向595

0573-56-2655

森川クリニック

岐阜県恵那市長島町中野616

0573-26-2222

田中クリニック

岐阜県恵那市岩村町飯羽間2347-1

0573-43-0122

さつき内科・小児科ｸﾘﾆｯｸ

岐阜県恵那市大井町1002-1

0573-20-3350

恵那ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

岐阜県恵那市長島町正家715-1

0573-20-1800

おがわ医院

岐阜県恵那市長島町永田322-113

0573-26-5666

おおさわ医院

岐阜県恵那市明智町109-17

0573-54-4976

十全堂医院

岐阜県恵那市中野方町2764-1

0573-23-2230

中部クリニック

岐阜県恵那市長島町中野1214-41

0573-26-3001

度会医院

岐阜県恵那市長島町中野301-6

0573-26-2007

尾崎医院

岐阜県恵那市明智町874-3

0573-54-2141

大湫病院附属恵那診療所

岐阜県恵那市大井町180-26

0573-26-3531

林外科･内科

岐阜県恵那市長島町中野312-2

0573-26-5155

井口ハートクリニック

岐阜県恵那市大井町1064-1

0573-25-0810
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実施機関名

所在地

電話番号

河上クリニック

岐阜県恵那市長島町中野字石田19-4

0573-25-0551

山田診療所

岐阜県恵那市明智町849-2

0573-54-2505

長谷川皮膚科

岐阜県恵那市東野2017-7

0573-26-1831

蜂谷医院

岐阜県恵那市大井町174-20

0573-26-2346

市立恵那病院

岐阜県恵那市大井町2725

0573-26-2121

加藤クリニック

岐阜県恵那市大井町2087-450

0573-25-6403

上近藤診療所

岐阜県恵那市中野方町2301

0573-23-2231

安部医院

岐阜県恵那市長島町中野1-2-4

0573-22-9777

阿木診療所

岐阜県中津川市阿木219-1

0573-63-2900

蛭川診療所

岐阜県中津川市蛭川2358-3

0573-45-2201

川上診療所

岐阜県中津川市川上1437-1

0573-74-2400

近藤クリニック

岐阜県中津川市坂下407-1

0573-70-1055

ささきクリニック

岐阜県中津川市中津川1200-2

0573-62-3988

田近ハートクリニック

岐阜県高山市岡本町4丁目1－1

0577-34-7677

医療法人 杏康会 星野胃腸科医院

岐阜県高山市岡本町1－94－10

0577-32-3005

ひさかね医院

岐阜県高山市西之一色町１－４５－１１

0577-35-4788

医療法人 光風会 たかだクリニック

岐阜県高山市大門町１８

0577-34-8280

医療法人 光恵会 垣内医院

岐阜県高山市国府町広瀬町９５５－１

0577-72-4561

医療法人 以仁会 加藤医院

岐阜県高山市有楽町２

0577-32-0070

医療法人 宗峰会 清水医院

岐阜県高山市千島町６５０

0577-34-3600

医療法人 同仁会 桐生クリニック

岐阜県高山市桐生町4-268

0577-35-3030

山下医院

岐阜県高山市天満町３－７０

0577-34-0017

医療法人 吾賛会 ひだ神経科

岐阜県高山市西之一色町2-20

0577-34-6600

河野ファミリークリニック

岐阜県高山市初田町１－２８

0577-32-1207

医療法人 同仁会 折茂医院

岐阜県高山市昭和町２－８５－１

0577-34-5025

医療法人 丹心会 岩堤医院

岐阜県高山市森下町２－１２８－２

0577-34-5188

医療法人万裕会さもりファミリークリニック

岐阜県高山市新宮町６８３－１

0577-36-6711

西之一色内科クリニック

岐阜県高山市西之一色町３－１１８９－４

0577-32-0568

岩塚クリニック

岐阜県高山市下岡本町3048番地の1

0577-37-3007

丹生川診療所

岐阜県高山市丹生川町町方88

0577-78-1016

いしうらクリニック

岐阜県高山市石浦町2-190

0577-62-9646

えんやクリニック

岐阜県高山市上岡本町2-353-4

0577-36-3353

しもじクリニック

岐阜県高山市松之木町313

0577-36-0770

長瀬内科

岐阜県高山市森下町1-227

0577-57-9911

片町内科医院

岐阜県高山市国府町広瀬町1818-3

0577-73-7471

高山赤十字病院

岐阜県高山市天満町3-11

0577-32-1111

岐阜県厚生連農業協同組合連合会久美愛厚生病院

岐阜県高山市中切町1番地1

0577-32-3378

医療法人 信慎会 阿部医院

岐阜県下呂市金山町大船渡549

0576-32-2025

医療法人 下呂温泉渓泉会 黒木医院

岐阜県下呂市森2456-1

0576-24-1303

医療法人恵生会近藤医院

岐阜県下呂市小川256-1

0576-25-4428

小池医院

岐阜県下呂市森996

0576-25-6688

中田医院

岐阜県下呂市萩原町萩原1307-2

0576-52-1022

下呂市立中原診療所

岐阜県下呂市焼石2938-1

0576-28-2004

下呂市立上原診療所

岐阜県下呂市田口515

0576-27-1012

萩原北醫院

岐阜県下呂市萩原町羽根41

0576-52-3444

花田医院

岐阜県下呂市御厩野149

0576-26-2036

福井医院

岐阜県下呂市金山町金山2135-1

0576-32-2151

藤岡医院

岐阜県下呂市萩原町萩原911

0576-52-3033

下呂市立馬瀬診療所

岐阜県下呂市馬瀬数河259-1

0576-47-2152

下呂市立小坂診療所

岐阜県下呂市小坂町大島1965

0576-62-2212

下呂市立金山病院

岐阜県下呂市金山町金山973番地6

0576-32-2121

岐阜県16

実施機関名

所在地

電話番号

おくむらクリニック

岐阜県下呂市森1419-31

0576-25-6700

飛騨市民病院

岐阜県飛騨市神岡町東町７２５

0578-82-1150

飛騨市河合診療所

岐阜県飛騨市河合町角川５６５

0577-65-2020

飛騨市宮川診療所

岐阜県飛騨市野首２３－２

0577-63-2009

古川病院

岐阜県飛騨市古川町三之町８－２０

0577-73-2234

工藤医院

岐阜県飛騨市神岡町殿町７８９－４

0578-82-5462

本町クリニック

岐阜県飛騨市神岡町船津９１５

0578-82-1177

江尻内科クリニック

岐阜県飛騨市古川町上気多６３１－１

0577-74-0041

河合医院

岐阜県飛騨市古川町弐之町２－１７

0577-74-1333

玉舎クリニック

岐阜県飛騨市古川町若宮1丁目７－５６

0577-73-7676

大高医院

岐阜県飛騨市古川町杉崎２２１－１

0577-73-2051

垣内病院

岐阜県飛騨市古川町貴船町１１－３２

0577-73-5500

一般財団法人岐阜県産業保健センター

岐阜県多治見市東町１丁目９番地の３

0572-22-0115

緑風会ティーエーメディカル岐関中央クリニック

岐阜県岐阜市春近古市場北１６７－１

058-229-9311

華陽診療所

岐阜市祈年町１－２４－３

058-272-5322

座禅洞診療所

岐阜市長良雄総８７８－１６

058-295-9545

岐阜メイツ睡眠クリニック

岐阜県岐阜市薮田南４丁目１５番２０号

058-272-9300

竹内医院

岐阜県中津川市付知町５８０６－３

0573-82-3882

一般社団法人ぎふ綜合健診センター

岐阜県岐阜市日置江４丁目４７番地

058-279-3399

医療法人社団 恵那メモリアルクリニック

岐阜県恵那市長島町正家605-1

0573-25-7500

佐野内科クリニック

岐阜県関市福野町5番29号

0575-21-7701

岐阜県17

