
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 岐阜清流病院 501-1151 岐阜県岐阜市川部3丁目25番地 058-239-8111 http://www.skhosp.or.jp/ × ○

内科、整形外科、
脳神経外科、リハ
ビリテーション科

2 千手堂病院 500-8862 岐阜県岐阜市千手堂中町1丁目25 058-251-3218 http://www.senjyudo.com/ 〇 〇
内科
外科

整形外科

初音 三重子
初音 俊樹
黒瀬 純一

3 岐阜市民病院 500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地 058-251-1101 http://gmhosp.jp/ × ○ 全診療科
原則

主治医が対応

4 近石病院 502-0901 岐阜県岐阜市光町２丁目４６番地 058-232-2111 http://touhoukai.or.jp × ○ 内科 各医師

5 城南病院 500-8263 岐阜県岐阜市茜部新所1－21 058-273-8000 × 〇

整形外科
リハビリテーション

科
リウマチ科

鬼頭　秀明
鬼頭　弘明

6 澤田病院 500-8226 岐阜県岐阜市野一色７－２－５ 058-247-3355 http://www.sawada-hp.or.jp × ○

内科・外科・呼吸器
内科・循環器内科・
消化器内科・消化
器外科・肛門外科・
皮膚科・泌尿器科・
整形外科・放射線

科・リハビリテーショ
ン科

澤田重樹・長田
紀淳・後藤紘司・
苅谷達也・近藤
健仁・矢野容子・
前川博行・高屋
忠丈・上西宏・森
川文雄・澤田重
之・酒井浩志・堀
田満喜男・赤尾
清剛・廣田卓男・

高橋良

7
岐阜県立希望が丘こども医

療福祉センター
502-0931 岐阜県岐阜市則武１８１６－１ 058-233-7121 https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/sodan-madoguchi/22315/kibogaoka_top.html × ○

小児科
児童精神科

内木　洋子
川合　裕規
中川　真子
白上　遊

栗林　英彦
置村　杏奈

8
医療法人社団幸紀会

安江病院
501-0123 岐阜県岐阜市鏡島西2丁目4番14号 058-253-7745 www.koukikai.gr.jp/medical_top/guide/yasuehospital/

電話初診料の算定が可
能になれば実施可能なよ

うに準備中
〇

内科
外科

整形外科
皮膚科

消化器科

外来担当医 原則として当院にて対応

9 操外科病院 500-8088 岐阜県岐阜市四屋町43番地 058-262-7711 https://www.misaogeka-hp.com/ ○ ○
外科　胃腸外科

整形外科　人工透
析・泌尿器科

操 厚
種村 廣巳
宇野 郷三

朝日大学病院（岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番地）
岐阜赤十字病院（岐阜県岐阜市岩倉町３丁目３６番地）

10 岩砂病院・岩砂マタニティ 502-0812 岐阜県岐阜市八代1丁目7番地1 058-231-2631 https://iwasa-gifu.or.jp/ ☓
○

（一部条件あり）

内科
婦人科
小児科
産科

担当医

11 山田病院 500-0104 岐阜県岐阜市寺田7丁目110番地 058-254-1411 https://www.yamada-medical.or.jp/hp/ × 〇

内科
総合診療科
整形外科
血液内科

循環器内科
脳神経内科

認知症外来（予約）

渡邊　正人
松原　健治
東　雅朗
門田　卓

中嶋　宏貴
安西　将大

山田メディカルクリニック（岐阜市東金宝町1-12）

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（岐阜県）

基本情報
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12 みどり病院 501-3113 岐阜県岐阜市北山1-14-24 058-241-0681 https://gifu-min.jp/midori/ × ○
内科
外科

小児科

岩井 雄司
松井 一樹
酒井 貞子
太田 淳

野々山 由紀子
西尾 大樹

日野 明日香
青山 紀之
平手 祐子

大塚 健太郎
関 大介
鈴木 圭

宮崎 慶子
飯塚 亜由子
前田 隼人
佐藤 裕子
鷲見 尚文
國島 拓也
脇田 健史
小内 葉子

13 上久保内科クリニック 502-0052 岐阜県岐阜市長良小松町2丁目10番地 058-296-1360 https://kamikubo.org/ 〇 〇
内科

上久保　啓太 岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

14 加藤内科 500-8389 岐阜県岐阜市本荘2613 058-251-8303 http://med-kato.p1.bindsite.jp/ 〇 〇
内科

リウマチ科
加藤　賢一　 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

15 棚橋内科 502-8228 岐阜県岐阜市長森本町１－８－６ 058-247-7221 https://tanahashi-naika.com/ × 〇
内科

小児科
棚橋　哲也
棚橋　芳彦

岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

16 くまざき内科 501-6133 岐阜県岐阜市日置江1-72 058-279-1880 http://kumakumako.byoinnavi.jp × 〇
内科

小児科
呼吸器科

熊崎　廣
森　秀法

久保寺　敏

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

17 松井医院 501-2535 岐阜県岐阜市石原3－116 058-229-5655 × 〇
内科

小児科
松井郁雄

岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色5-6-1）
岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

18 森耳鼻咽喉科 500-8289 岐阜県岐阜市須賀4－18－8 058-268-7245 × 〇 耳鼻咽喉科 森　淳

19 あいかわ橋クリニック 501-3109 岐阜県岐阜市向加野2－16－29 058-241-3431 × 〇(慢性疾患患者のみ) 内科 佐藤寛之

20 たてべファミリークリニック 502-0813 岐阜県岐阜市福光東2-4-3 058-296-1231 〇 〇
内科

小児科
建部　英春

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）
長良医療センター（岐阜市長良1300-7）

21 しまメンタルクリニック 502-0913 岐阜県岐阜市東島2-14-2　ハイム山王１Ｆ 058-210-2101 http://shimamental.jp/ × 〇
心療内科
精神科

永瀬　龍也 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町７－１）

22 小牧内科クリニック 500-8865 岐阜県岐阜市昭和町2丁目11番地 058-253-7717 〇 〇
内科

小児科

小牧　卓司
棚橋　弘成
伊藤　勇

加藤　俊彦
山北　宜由
今井　龍幸
小牧　久晃

朝日大学病院（岐阜市橋本町3-23）
岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

23 操健康クリニック 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南1丁目4-20 058-274-0330 × 〇 内科
操　潤
操　裕 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町７－１）
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24 さわむら医院 500-8258 岐阜県岐阜市西川手1丁目95-1 058-272-1755 × 〇
内科
外科

澤村　俊比古

25 白木耳鼻科クリニック 500-8833
岐阜県岐阜市神田町8丁目9番地2
白木ビル2F

058-265-3387 〇 〇 耳鼻咽喉科 白木　直也

26 しもむら医院 500-8878 岐阜県岐阜市神室町５－３ 058-262-3797 〇 〇 内科 下村　哲也
岐阜市民病院（岐阜市鹿島町７－１）

岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

27
森整形外科リハビリクリニッ

ク
501-1161 岐阜県岐阜市西改田字川向137番地1 058-230-9005 https://www.moriseikeigeka.com/ ○ ○ 整形外科 森　敦幸 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7丁目1番地）

28 大橋・谷整形外科 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南3-12-17 058-272-0011 × ○
整形外科
リウマチ科

大橋　俊郎
谷　知久

舩橋　建司

29 おおにし内科クリニック 502-0045 岐阜県岐阜市長良校前町4-7 058-231-7009 ○ ○ 内科 大石　弘生
岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

30 黒田内科クリニック 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3-151 058-270-0500 https://www.kuroda-naika.net/ ○ ○
内科

小児科
黒田　剛仁

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

31 すこやかこどもクリニック 500-8323 岐阜県岐阜市鹿島町５－１６ 058-253-0108 https://www.sukoyakakodomo.jp × ○ 小児科 渡邊宏雄 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

32 古田耳鼻咽喉科 502-0029 岐阜県岐阜市長良若葉町1-6 058-233-8187 https://furuta.mdja.jp/ × ○ 耳鼻科 古田充哉

33 安江内科クリニック 500-8136 岐阜県岐阜市雪見町2丁目17 058-248-2266 × 〇 内科
安江　隆夫
安江　晃子

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

34 高橋産婦人科 500-8818 岐阜県岐阜市梅ケ枝町3丁目41－3 058-263-5726 https://takahashi-ladies.jp 〇 〇
産婦人科

内科
小児科

高橋　誠一郎
岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

35
加藤内科・循環器科クリ

ニック
500-8833 岐阜県岐阜市神田町9－27　大岐阜ビル３F 058-267-0650 https://www.medical-g-kato.com/ × 〇

内科
循環器科
内分泌科

加藤　文男
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

36 大庭小児科 500-8474 岐阜県岐阜市加納本町5－1 058-271-3101 〇 〇
小児科

アレルギー科
大庭　敏夫 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

37 岐阜中央クリニック 500-8305 岐阜県岐阜市沖ノ橋2－9－1 058-215-9111
〇（過去の受診歴等、
十分な情報がある場

合)
〇

内科
外科

渡辺　敬 加納渡辺病院（岐阜市加納城南通1-23）

38 よしだスマイルクリニック 500-8361 岐阜県岐阜市本荘西3－118 058-255-2505 × 〇
内科
外科

吉田　明彦 岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

39 立山クリニック 501-1127 岐阜県岐阜市古市場神田81－1 058-234-7779 〇 〇 内科 立山　健一郎
岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）
長良医療センター（岐阜市長良1300-7）

40 小島内科クリニック 500-8156 岐阜県岐阜市祈年町10－38 058-246-6005 http://gifu-kojikurikun.jp/ 〇 〇 内科 小島　啓志 岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）
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41 安達整形外科 501-3133 岐阜県岐阜市芥見南山2－8－4 058-242-2232 https://www.adachi-seikei.com 〇 〇

整形外科
リウマチ科

リハビリテーション
科

安達　英雄
みどり病院（岐阜市北山1-14-24）

岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

42 岐阜メイツ睡眠クリニック 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4丁目15－20 058-272-9300 http://suiminmukokyu.jp/gifu_suimin/index.html ○ ○
内科

呼吸器内科
田中　春仁

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）
岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

43
みながわ内科・循環器科ク

リニック
501-1132 岐阜県岐阜市折立895－1 058-234-8077 ○ ○

内科
循環器科

皆川　太郎
石原　義之

朝日大学病院（岐阜市橋本町３丁目２３番地）
岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町３丁目３６番地）

岐阜清流病院（岐阜市川部3丁目25番地）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）
岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）

44 阪野クリニック 500-8178 岐阜県岐阜市清住町1－22 058-213-1199 https://banno-clinic.biz/ ○ ○
内科

循環器内科 阪野　勝久 岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

45 おざわクリニック 500-8263 岐阜県岐阜市茜部新所3－54－2 058-274-6681 ○ ○

内科
心療内科

アレルギー科
循環器内科

小沢　尚俊
小沢　敏子

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

46 野々村医院 501-1131 岐阜県岐阜市黒野306－1 058-239-0036 ○ ○ 内科 松永　晶子
平野総合病院（岐阜市黒野176－5）

朝日大学病院（岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番地）

47 Koharu terrace Clinic 502-0082 岐阜県岐阜市長良東2－63　２F 058-296-6360 https://koharu-terrace.com/ × ○
心療内科

児童精神科
精神科

中島　美千世
市川　千智

48 森田整形外科 501-3134 岐阜県岐阜市芥見3－314 058-241-0785 × ○ 整形外科 森田　　正次

49 本多医院 500-8222 岐阜県岐阜市琴塚2-12-3 058-247-7500 × ○
内科
外科

本多　雅昭
本多　俊太郎

50
ぎふストレスケア

クリニック
500-8345 岐阜県岐阜市菊地町2-41 058-274-9600 http://www.younan.or.jp × ○ 精神科 黒田　弘彦 養南病院（岐阜県海津市南濃町津屋1508）

51
松岡整形外科・内科リハビ

リテーション
500-8167 岐阜県岐阜市東金宝町2-12-6 058-266-6888 http://matsuoka-seikei.jp ○ ○

整形外科
内科

リハビリテーション
科

松岡　佑嗣

52 久野耳鼻咽喉科クリニック 501-6115
岐阜県岐阜市柳津町丸野3－3－6　カラフルタウン
1F

058-388-2755 https://kuno-jibika.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 久野　裕規
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

（新型コロナの可能性が充分あると考えた場合は連携）

53 たけだ内科クリニック 501-3152 岐阜県岐阜市岩滝西3－75 058-241-1200 ○ ○ 内科 竹田　洋裕 岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

54 芥見診療所 501-3132 岐阜県岐阜市芥見長山3丁目104番地 058-243-1313 http://inabakai.com/ × ○ 内科
森、山口、
上村、江崎

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-2）

55 まついファミリアクリニック 502-0813 岐阜県岐阜市福光東3丁目9番地の7 058-233-2345 https://matsui-familiar-clinic.com/ ○ ○
内科・外科

小児科・小児外科
松井　聡

松井　順五

56 増田医院 502-0002 岐阜県岐阜市粟野東4丁目26－2 058-237-4000 https://itp.ne.jp/info/216770920300000899/about/ 〇 〇
内科・循環器科・呼
吸器科・小児科・放

射線科・皮膚科
増田　康子

岩砂病院（岐阜市八代1－7－1）
岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）

岐北厚生病院（岐阜県山県市高富1187－3）
岐阜ハートセンター（岐阜市薮田南4－14－4）
岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）
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57 はやの耳鼻いんこう科 500-8141 岐阜県岐阜市月丘町4－11－1 058-245-4133 〇 〇 耳鼻咽喉科 早野　洋司 岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-2）

58 しばた耳鼻咽喉科 502-0916 岐阜県岐阜市西中島７－６－３ 058-294-4133 × ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
柴田　康成 岐阜市民病院(岐阜市鹿島町７－１)

59 六条眼科クリニック 500-8462 岐阜県岐阜市神明町6－1　２F 058-273-8711 〇 〇 眼科 長谷部　久

60 成瀬クリニック 500-8211 岐阜県岐阜市日野東4－4－8 058-241-1101 × 〇
内科
外科

成瀬　正治 岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-2）

61 森医院 500-8233 岐阜県岐阜市蔵前6－6－6 058-245-1919 × 〇 内科 森　也寸史
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-2）
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

62 戸谷内科 502-0934 岐阜県岐阜市大福町8－35 058-231-3969 〇 〇
内科

糖尿病内科

戸谷　理英子
戸谷　眞澄
矢部　大介

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町3-36）
岐阜市民病院(岐阜市鹿島町７－１)

岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-2）

63 岸本医院 502-0815 岐阜県岐阜市福光南町14－15 058-232-2882 https://kishimoto-iinn.com/ × 〇 内科
岸本　祐毅
 岸本　恭

64 きさらぎ内科 500-8321 岐阜県岐阜市如月町6－36－1 058-252-2770 × 〇 内科
栗山　逸子
栗山　尚子

65 あかなべクリニック 500-8269 岐阜県岐阜市茜部中島1－25－1 058-278-2555 〇 〇
内科

循環器科
呼吸器科

堀江　知子
岐阜市民病院(岐阜市鹿島町７－１)

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

66 谷本クリニック内科・耳鼻咽喉科 500-8177 岐阜県岐阜市長旗町2-16-2 058-265-9636 http://tanicli.jp/ × ○
耳鼻咽喉科

内科
谷本 幸也

谷本真由実
  岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）

  岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

67 森内科クリニック 500－8323 岐阜県岐阜市鹿島町5-18 058－254－8200 https://morinaika-cl.com ○ ○ 内科 森　一真 　岐阜市民病院　（岐阜市鹿島町7-1）

68
医療法人和光会

山田メディカルクリニック
500-8167 岐阜県岐阜市東金宝町1-12 058-265-1411 https://www.yamada-medical.or.jp/ × ○ 内科

森本 佳和
澤田 三紀
木全 康良
林 可奈子

山田病院（岐阜市寺田7丁目110番地）

69 くらまえ診療所 500-8233 岐阜県岐阜市蔵前７丁目１１番３号 058-246-9100 https://kuramaeclinic.com/ 〇 〇
内科

坂野　喜史
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色４丁目６−１）
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代１８５−１）

岐阜赤十字病院（岐阜市岩倉町３丁目３６）

70 近藤ゆか耳鼻咽喉科 500-8226 岐阜県岐阜市野一色6-8-6 058-245-3939 www.yukajibi.com/ 〇 〇 耳鼻咽喉科 近藤由香
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4-6-1）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

71 内田眼科 500-8879 岐阜県岐阜市徹明通4－18 058-266-1211 〇 〇 眼科 内田　英哉

72 安田こどもクリニック 502-0914 岐阜県岐阜市菅生7-5-16 058－295-6333 http://www.yasudakodomo-gifu.jp/ 〇 〇
小児科

アレルギー科
安田　正則

 岐阜大学医学部附属病院（岐阜市柳戸1-1）
岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7-1）

長良医療センター（岐阜市長良1300-7）
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色４丁目６−１）

73 平野内科クリニック 502-0803 岐阜県岐阜市上土居1丁目16番5号 058-210-1080 × 〇 内科 平野　高弘
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74 羽島市民病院 501-6206 岐阜県羽島市新生町３丁目２４６番地 058-393-0111 http://www.hashima-hp.net × 〇

内科、外科、小児
科、眼科、耳鼻いん
こう科、整形外科、
脳神経外科、泌尿
器科、皮膚科、神
経内科、呼吸器内
科、消化器内科、
循環器内科、総合
内科、腎臓内科、
内分泌・糖尿病内
科、リウマチ科、消
化器外科、婦人科

診療科医師（救
急外来を除く）

75
岐阜県厚生農業協同組合
連合会岐阜・西濃医療セン

ター岐北厚生病院
501-2105 岐阜県山県市高富1187－3 0581-22-1811 http://wwｗ.gihoku.gfkosei.or.jp Ｘ ○ 全診療科 全医師 当院

76
公立学校共済組合

東海中央病院
504-8601 岐阜県各務原市蘇原東島町４丁目６−２ 058-382-3101 https://www.tokaihp.jp/ × ○ 内科 小島　克之 未定

77 松波総合病院 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1 058-388-01111 http://www.matsunami-hp.or.jp ○ ○

内科
循環器内科
血液内科

消化器内科
脳神経内科
整形外科

脳神経外科
泌尿器科
産婦人科

眼科
耳鼻咽喉科

松波　和寿
他

外来担当医

78 浅川クリニック 504-0822 岐阜県各務原市蘇原栄町2-23 058-382-3166 ○ ○
内科

小児科
浅川　知子 岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

79 あさの内科 504-0829 岐阜県各務原市蘇原希望町4-31-1 058-322-9067 http://www.asano-naika-cl.com ○ ○
内科・糖尿病内科
甲状腺内科・小児

科
浅野　昇悟 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-2）

80 いずはら耳鼻咽喉科 509-0132 岐阜県各務原市鵜沼西町3-122-1 058-379-3387 https://www.izuhara-jibika.com × ○ 耳鼻咽喉科 出原　啓一 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

81 いちょう通り藤村クリニック 504-0815 岐阜県各務原市蘇原東栄町2-100-1 058-383-0388 ○ ○
内科

小児科
藤村　高陽 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

82 今尾医院 504-0958 岐阜県各務原市那加新加納町2126番地 058-382-0048 http://www.imao-clinic.com ○ ○
内科

小児科
今尾　要浩

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

83 大橋クリニック 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町5-171 058-370-5350 ○ ○
婦人科・内科

小児科
大橋　孝

84 香川医院 504-0942 岐阜県各務原市小佐野町6-86-1 058-383-8350 ○ ○

内科・脳神経外科
外科・リハビリテー

ション科
神経内科

香川　泰生
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）
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85 かわしまファミリークリニック 501-6022 岐阜県各務原市川島松倉町2370-50 058-89-7800 https://www.kawashima-family.jp/index.cfm ○ ○
内科

小児科
水井　愼一郎
木全　かおり

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

86 木田医院ファミリークリニック 504-0829 岐阜県各務原市蘇原希望町1-7-1 058-383-5010 http://kidaiin.jp ○ ○
内科

小児科
木田　惠次
木田　盛夫

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

87 木村ファミリークリニック 509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町4-178 058-384-5311 http://kimura-familyclinic.com ○ ○
内科・小児科

皮膚科・産婦人科

木村　敏樹
木村　範子
山下　貢

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

88 佐々木クリニック 504-0018 岐阜県各務原市那加西市場7-285-5 058-371-6663 ○ ○ 内科 佐々木　栄作
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

岐阜赤十字病院(岐阜県岐阜市岩倉町3-36）

89 柴崎内科 504-0005 岐阜県各務原市那加柄山町103-5 058-389-2800 ○ ○

内科・循環器科
呼吸器科・消化器

科
小児科

柴崎　享
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

90 しももとクリニック 504-0816 岐阜県各務原市蘇原東島町3-163-3 058-389-8088 × ○
内科・小児科

呼吸器科・アレル
ギー科

下元　博史

91 スまいるハートクリニック 504-0966
岐阜県各務原市那加本町21-3
広沢ビル2F南

058-201-7081 http://smileheartclinic.com × ○ 内科 山口　聖次郎

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）
岐阜大学医学部附属病院(岐阜県岐阜市柳戸1-1）

岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）

92 そはら永田クリニック 504-0806 岐阜県各務原市蘇原外山町2-71-1 058-371-0365 https://www.sohara-nagata.com/ ○ ○
内科・小児科

皮膚科
永田　和弘 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

93 髙橋小児科・眼科 504-0905 岐阜県各務原市蘇原六軒町4-46 058-382-6277 ○ ○
内科

小児科
髙橋　勤

小川　理栄子
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

94 恒川医院 509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町5-36 058-384-0047 https://itp.ne.jp/info/219716750300000899/ ○ ○
内科・小児科

眼科

恒川　明久
恒川　日南子
恒川　矩子

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-2）
木澤記念病院(岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

犬山中央病院(愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6）

95 なかハートクリニック 504-0026 岐阜県各務原市那加前野町3-167 058-325-8081 http://naka-heartclinic.com/ × ○

内科・循環器科
リハビリテーション

科
小児科

廣瀬　武司
廣瀬　真由美

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

96 なぎクリニック 504-0845 岐阜県各務原市蘇原申子町2-11-1 058-322-2390 http://www.nagiclinic.jp/ × ○ 精神科・心療内科 宮﨑　渉

97 西野クリニック 504-0941 岐阜県各務原市三井町1-55-2 058-371-0500
https://nishino-cl.com/

× ○
泌尿器科
皮膚科

西野　好則
佐々木　真喜子

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

98 にんじん通りハートクリニック 509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町2-130-5 058-384-0899 http://ninjin-heart.com/ × ○ 内科
加川　憲作
加川　友代

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

99 林内科耳鼻咽喉科 504-0855 岐阜県各務原市蘇原新栄町1-73-1 058-371-5511 ○ ○
内科・小児科
耳鼻咽喉科

林　眞功
林　真理子

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

100 ひらの内科クリニック 504-0831 岐阜県各務原市蘇原瑞穂町1-35 058-383-0012 http://hirano-clinic.moon.bindcloud.jp/ ○ ○ 内科
平野　良尚
西尾　斉

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

101 ひろせ腎・泌尿器科クリニック 504-0959 岐阜県各務原市那加西浦町3-51 058-380-3660 http://clinic-hirose.jp ○ ○ 内科・泌尿器科 廣瀬　真仁
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

江南厚生病院（愛知県江南市高屋町大松原137）
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102 フェニックス総合クリニック 509-0135 岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-50 058-322-2000 http://phoenix-g.jp × ○
外科・内科
整形外科

長縄　敏毅
長縄　康浩

103 村上医院耳鼻咽喉科 504-0803 岐阜県各務原市蘇原東門町2-78 058-371-7650 http://www.murakami-jibika.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 村上　一晃
岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）

東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

104 山田記念クリニック 509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町5-39 058-384-8100 × ○
内科・循環器科

整形外科

鷲見　将平
佐橋　功

伊苅　弘之
山田　雄治
宗宮　隆将

105 八木澤整形外科 509-0106 岐阜県各務原市各務西町 058-370-9600 ○ ○

整形外科・リウマチ
科

リハビリテーション
科

八木澤　芳生 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-2）

106 横山クリニック 504-0011 岐阜県各務原市那加北洞町1-414-1 058-371-1211 https://itp.ne.jp/info/210102550300000899/ ○ ○
小児科・内科

皮膚科
横山　朝子

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

107 わたべ皮フ科 504-0963 岐阜県各務原市那加北栄町39-1 058-380-7628 http://www.watabe-hihuka.com/ ○ ○
皮膚科

アレルギー科
渡部　裕子

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町4-6-3）

108 寺本こどもクリニック 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町3-426-1 058-385-5225 http://teramoto-kodomo-clinic.com ○ ○
内科

アレルギー科
寺本　貴英

岐阜県総合医療センター（岐阜県岐阜市野一色4-6-1）
岐阜大学医学部附属病院(岐阜県岐阜市柳戸1-1）

109 明石クリニック 501-0203 岐阜県瑞穂市馬場上光町1-106 058-201-1311 https://shimono-2018.amebaownd.com/ × 〇
内科

精神科
明石　憲尚
明石　真奈

岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）
岐阜清流病院（岐阜県岐阜市川部3-25）

110 高木クリニック 501-0322 岐阜県瑞穂市古橋1075-1 058-328-5577 http://takagi-clinic.net/ 〇 〇
内科

小児科
高木　昌一

岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）
　大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）

111 所内科医院 501-0222 岐阜県瑞穂市別府231 058-327-3773 〇 〇
内科・循環器

胃腸科・小児科
所　俊彦
所　史隆

朝日大学病院（岐阜県岐阜市橋本町3-23）
岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）

112 ひぐちクリニック 501-0222 瑞穂市別府725-1 058-327-3111 http://www.higuchiclinic.com/ × 〇 皮膚科 菅野　美穂

113 広瀬内科クリニック 501-0222 岐阜県瑞穂市別府1074-1 058-326-7773 http://risshikai.or.jp/ × 〇 内科・小児科
廣瀬　　功
廣瀬　玲子

岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）
大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）

114 若園医院 501-0307 岐阜県瑞穂市唐栗273 058-328-2021 https://wakazono-clinic.com/ 〇 〇
小児科
内  科
皮膚科

若園　明裕 岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7丁目）

115 いとう耳鼻咽喉科 501-0425 岐阜県本巣郡北方町加茂473 058-323-8741 https://itou.atat.jp/ 〇 〇 耳鼻咽喉科 伊藤　篤 岐阜大学医学部附属病院（岐阜県岐阜市柳戸1-1）

116 こやまかわせみクリニック 501-0458 岐阜県本巣郡北方町高屋字林浦道北1564 058-201-7755 http://koyamakawasemi.com/ 〇 〇 内科・小児科 小山　賀継
岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）
大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）

117 さとうファミリークリニック 501-0434 岐阜県本巣郡北方町小柳1-95 058-323-2511 https://sato-family-clinic.com/ 〇 〇

内科
小児科
皮膚科

整形外科

佐藤　裕信
岡田　雅子
佐藤　三佳
瀧上　伊織

118 鹿野クリニック 501-0454 岐阜県本巣郡北方町高屋白木2-77 058-324-1222 〇 〇
内科
外科

小児科

鹿野　和久
鹿野　和樹
鹿野　直樹
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119 東堀クリニック 501-0428 岐阜県本巣郡北方町若宮1-7 058-320-1700 https://bori-clinic.com/ 〇 〇
内　科
小児科

東堀　　諒
大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）

岐阜大学医学部附属病院（岐阜県岐阜市柳戸1-1）
岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）

120 えさきクリニック 501-0406 岐阜県本巣市三橋3-60 058-320-2800 http://www.esakiclinic.com/ × 〇

脳神経外科
内科　外科

リハビリテーション
科

江﨑　孝徳

121 なかしま医院 501-0419 岐阜県本巣市早野653-1 058-320-3838 〇 〇
内　科
小児科

中島　和也 岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7丁目）

122 総合在宅医療クリニック 501-6014 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺4-12 058-213-7830 http://www.sogo-zaitaku.jp/ ○ 内科 市橋　亮一
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色4丁目6-1）

岐阜市民病院（岐阜市鹿島町7丁目1番地）
松波総合病院（羽島郡笠松町田代185-1）

123 しみずこどもクリニック 501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中3-34-1 058-248-3211 http://shimizukodomoclinic.com ○ ○
内科

小児科
清水信雄

岐阜県総合医療センター(岐阜市野一色４－６－１）
岐阜市民病院         （岐阜市鹿島町７－１）〇〇

124 にのみやクリニック 501-2105 岐阜県山県市高富927－1 0581-22-1717 × ○
内科

二ノ宮　三生
岐北厚生病院（岐阜県山県市高富1187-4)

岐阜赤十字病院（岐阜県岐阜市岩倉町3－36）

125 やまもと整形外科 501-2105 岐阜県山県市高富2092－1 0581-27-0170 ○ ○
整形外科
リウマチ科

山本　啓二
岐北厚生病院（岐阜県山県市高富1187-4)

岐阜赤十字病院（岐阜県岐阜市岩倉町3－37）
岐阜大学医学部附属病院（岐阜県岐阜市柳戸1番1）

126 早川胃腸科外科クリニック 501-2159 岐阜県山県市岩佐783－1 0581-52-1212 ○ ○ 内科 早川　義秋 岐北厚生病院（岐阜県山県市高富1187-4)

127 鳥澤医院 501-2123 岐阜県山県市大森381番地 0581-36-2311 ○ ○
内科

鳥澤　英紀
岐北厚生病院（岐阜県山県市高富1187-4)

岐阜赤十字病院（岐阜県岐阜市岩倉町3－37）

128 けやきクリニック 501-6003 岐阜県羽島郡岐南町平島５－１８ 058-213-3310 https://keyakiclinic.net/ ○ ○
内科

伊藤　隼
後藤　峰明
澁谷　高志

松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）
一宮西病院（ 愛知県一宮市開明平１）

岐阜県総合医療センター(岐阜市野一色４－６－１）

129  サンライズクリニック  501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中３丁目２２０  058-247-3322 https://www.sunrise-clinic.gr.jp/ ○ ○
内科、消化器
内科、循環器

内科、放射線科

美濃輪　博英
花本　貴幸

130 鳥沢クリニック  501-2113 岐阜県山県市高木1016-1  0581-22-1088 https://torizawaclinic.navi-news.com/ ○ ○ 内科、小児科 鳥沢　昌紀
岐阜赤十字病院（ 岐阜市岩倉町3丁目36番地 ）

岐阜大学医学部付属病院（岐阜市柳戸1-1）

131 　あちわ内科胃腸科  509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町一丁目１１３  058-370-5959 https://achiwa-naika.com/ ○ ○ 内科  阿知波　宏一 東海中央病院（岐阜県各務原市蘇原東島町４丁目６−２）

132  本巣内科クリニック  501-1205 岐阜県本巣市曽井中島宮前１０１１ 0581-34-4643 ○ ○ 内科 黒川　昌栄 岐阜市民病院  （岐阜市鹿島町７－１）

133 京極こどもクリニック 501-0221 岐阜県瑞穂市只越460-5 058-326-7220 http://www.k-kids.or.jp/ 〇 〇 小児科 京極　章三
岐阜市民病院（岐阜県岐阜市鹿島町7-1）
大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）
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134
まつなみ健康増進

クリニック
501-6062 岐阜県羽島郡笠松町泉町10 058-388-01111 http://www.matsunami-hp.or.jp ○ ○

内科
循環器内科
血液内科

消化器内科
腎臓内科

呼吸器内科
呼吸器外科

小児科
外科

心臓血管外科
形成外科
乳腺外科
皮膚科

花立　史香
他

外来担当医
松波総合病院（岐阜県羽島郡笠松町田代185-1）

135 大垣市民病院 503-8502 岐阜県大垣市南頬町４－８６ 0584-81-3341 http://www.ogaki-mh.jp/ × ○ 全科 -

136 大垣徳洲会病院 503-0015 岐阜県大垣市林町６丁目８５－１ 0584-77-6110 http://www.ogaki.tokushukai.or.jp/ × ○ 要確認 要確認

137 大垣中央病院 503-0025 岐阜県大垣市見取町４丁目２番地 0584-73-0377 http://www.oogakichuou.com/ × ○
内科

水川　豊　　　水
川　卓丈　青木

孝彦

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地)

138 金森病院 503-0034 岐阜県大垣市荒尾町58番地 0584-91-3331 × 〇 内科 金森 堂

139 養南病院 503-0401 岐阜県海津市南濃町津屋1508 0584-57-2511 http://www.younan.or.jp × ○ 精神科 関谷　道晴
ぎふストレスケアクリニック

（　岐阜県岐阜市菊地町2-41　）

140 北村医院 503-0015 岐阜県大垣市林町1－50 0584-81-5072 × ○
内科

心療内科
北村　賢文 その都度

141 大橋医院 503-0897 岐阜県大垣市伝馬町104－1 0584-78-5305 http://www.ohashiclinic.com/ ○ ○
内科

小児科
大橋　信昭

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

142 ますえクリニック 503-0905 岐阜県大垣市宮町1－1スイトテラス２Ｆ 0584-75-0022 http://masue-clinic.com × ○ 泌尿器科
増栄　成泰
増栄　孝子

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

143 稲川耳鼻咽喉科 503-0885 岐阜県大垣市本町1-46 0584-75-3387 http://inagawa-jibika.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科

稲川　俊太郎
稲川　俊文

有元　真理子
清水　崇博

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

144 とみだ内科 503-0864 岐阜県大垣市南頬町4-144 0584-74-4114 http://www.asahi-net.or.jp/~ds8m-tmd/index.html ○ ○
内科

小児科
富田　眞司

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

145 かんべ内科クリニック 503-0973 岐阜県大垣市木戸町２丁目８０番地 0584-75-2666 http://www.kanbe-clinic.net ○ ○
内科

小児科
神戸　栄喜

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

146 大垣バイパス医院 503-0022 岐阜県大垣市中野町５－４１９－１ 0584-81-6781 http://bypass-clinic.jp ○ ○
内科

小児科
小川　隆司

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

147 ひのきこどもクリニック 503-0981 岐阜県大垣市桧町８９６－１ 0584-91-1551 × ○ 小児科 佐久間　徹
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148 大垣整形外科 503-0027 岐阜県大垣市笠縫町奥屋敷454 0584-78-3058 http://www.ogaki-seikei.or.jp × 〇 整形外科
古川　武光

竹之下　洋美
古川　亜矢子

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市林町6-85-1）
博愛会病院（岐阜県不破郡垂井町2210-42）

名城病院（名古屋市中区三の丸一丁目3番1号）
名古屋大学医学部付属病院（名古屋市昭和区鶴舞町65番

地）

149 大垣セントラルクリニック 503-2214
岐阜県大垣市赤坂新田１丁目６３－１

0584-71-0163 http://www.og-centralcl.com/ × 〇
内科

小児科
竹中　晃

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

150 おおがき皮膚科クリニック 503-2214 岐阜県大垣市赤坂新田１丁目１３８番地１ 0584-72-1215 http://www.oogakihifuka.com × 〇
皮膚科

アレルギー科
澁谷　佳直

151 森外科医院 503-0031 岐阜県大垣市牧野町３丁目５０番地 0584-71-3111 http://www.morigeka.com 〇 〇
外科

肛門科
内科

森　直和
森　俊治

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

152
シブヤ皮フ科・内科クリニッ

ク
503-0824 岐阜県大垣市旭町４－６ 0584-83-1231 × 〇

内科
皮膚科

澁谷　敬弘
大垣市民病院

（岐阜県大垣市南頬町4－86）

153 松永耳鼻咽喉科医院 503-0814 岐阜県大垣市大村１丁目１４３番地の１ 0584-81-3012 http://www.matsunaga-jibika.net/ 〇 〇
耳鼻咽喉科

アレルギー科
松永　正規

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

154 近藤クリニック 503-0015 岐阜県大垣市林町８－８５－１ 0584-83-3900 × 〇
内科

循環器内科
近藤　潤一郎

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

155 みんなのいぶきクリニック 503-0025 岐阜県大垣市見取町一丁目８０番地１ 0584-71-8526 × 〇
内科

整形外科
疼痛緩和内科

山下　美紀
山下　孝之

156 後藤医院 503-0899 岐阜県大垣市錦町４１ 0584-78-1008 http://www.goto-clinic.net/ × 〇
内科

消化器内科
安藤　量基

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

157 竹中医院 503-0026 岐阜県大垣市室村町１－５４－２ 0584-78-4531 http://www.ginet.or.jp/takenaka-cl/ × 〇
内科

小児科
加藤　悟司

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

158 井口クリニック 503-0014 岐阜県大垣市領家町２丁目９３番地 0584-77-5355 http://www.iguchi-cl.jp 〇 〇
内科

消化器内科
脳神経外科

井口　洋一
井口　郁三
鬼頭　晃

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4－86）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市林町6丁目85-1）

159 沼口医院 503-0023 岐阜県大垣市笠木町６５０番地 0584-91-3406 http://www.numaguchi-clinic.com/pc/ 〇 〇 内科 沼口　諭

160 富田こどもクリニック 503-0015 岐阜県大垣市林町１０－７１－１ 0584-81-0558 http://ssc.doctorqube.com/tomitakodomo-cl/ 〇 〇 小児科 富田　宏子
大垣市民病院

（岐阜県大垣市南頬町4－86）

161 梅村皮膚科内科 503-0957 岐阜県大垣市上屋２丁目１４ 0584-88-0080 http://umemura-hp.sakura.ne.jp 〇 〇
皮膚科
内科

小児科
梅村　厚志

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）
西美濃厚生病院（岐阜県養老郡養老町押越986）

162 大井内科クリニック 503-0835 岐阜県大垣市東前1丁目５８番地 0584-74-1192 http://www.myclinic.ne.jp/oinaika/ 〇 〇
内科

脳神経内科
循環器内科

渡辺　幸夫
大垣市民病院

（岐阜県大垣市南頬町4－86）

163 細川おなかクリニック 503-0858 岐阜県大垣市世安町２丁目６８番地７ 0584-82-1192 http://www.myclinic.ne.jp/hosokawaonak/ 〇 〇 内科 細川　武彦

164 さとう内科クリニック 503-0019 岐阜県大垣市北方町４丁目１０３ 0584-83-0788 http://www.satou-naika.jp/ × 〇

内科
小児科

循環器内科
糖尿病内科

佐藤　まゆみ
佐藤　貴昭
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165 渡辺内科クリニック 503-0877 岐阜県大垣市御殿町2丁目21番地 0584-78-2266 http://watcli.sakura.ne.jp × 〇 内科

渡辺　郁雄
渡辺　和雄
渡辺　康司
湊口　槙子

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

166 寺倉医院 503-0304 岐阜県海津市平田町幡長５６５ 0584-67-3023 例外有 〇

内科
小児科

消化器科
放射線科

寺倉　俊勝
寺倉　陽一

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）
羽島市民病院（岐阜県羽島市新生町3-246）

海津市医師会病院（岐阜県海津市海津町福江656-16）

167 はくあい内科クリニック 503-2125 岐阜県不破郡垂井町東神田２丁目２３番１ 0584-24-1265 http://www.hakuaikai.jp × ○ 内科 浅野　カヨ子

168 古井医院 503-2121 岐阜県不破郡垂井町１１０２－１ 0584-22-0031 〇 〇
内科

小児科
古井　秀彦

169 国保関ケ原診療所 503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原２４９０番地の２９ 0584-43-1122 http://www.sekigahara-hosp.com/ × 〇
内科
外科

島崎
森島
岩佐
松尾

帰国者・接触者センターに連絡してもらう。

170 関ケ原クリニック 503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原３１０７－１ 0584-43-2999 http://www.sekigahara-cl.com 〇 〇
内科
外科

小児科

徳永　周二
高野　幸彦
西脇　勤

酒井　祥子

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）
西美濃厚生病院（岐阜県養老郡養老町押越986）

市立長浜病院（滋賀県長浜市大戌亥町313）
長浜赤十字病院（滋賀県長浜市宮前町14-7）

171 おおくま内科クリニック 503-0112 岐阜県安八郡安八町東結字芝原東１５２０番地の１ 0584-61-1215 〇 〇 内科 大熊　俊男
大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4-86）
羽島市民病院（岐阜県羽島市新生町3-246）

172 吉田医院 503-0127 岐阜県安八郡安八町城１丁目６番地 0584-64-3800 http://www.yoshida-clinic.com × 〇
内科

小児科
吉田　敏郎
吉田　伸子

大垣市民病院
（岐阜県大垣市南頬町4－86）

173
まつながファミリークリニッ

ク
503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸１７０５番地１ 0584-27-5231 http://www.matsunaga-fc.com/ × 〇

内科
外科

小児科
整形外科

松永　和哉

174 田中医院 503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸１８２番地 0584-27-2037 × 〇
内科

小児科
安田　洋

安田　恵美子

大垣市民病院（岐阜県大垣市南頬町4－86）
揖斐厚生病院（岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547-4）

大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市林町6丁目85-1）

175
小児・アレルギークリニック

ｉｎ　ＧＯＤＯ
503-2306 岐阜県安八郡神戸町北一色５８２番地の２ 0584-27-5115 https://ingodo.mdja.jp/ × 〇 小児科 竹中　学

176 荒川医院 503-0216 岐阜県安八郡輪之内町大吉新田５６２番地 0584-69-2383 http://arakawa-clinic.sakura.ne.jp × 〇
内科

小児科

荒川　恭宏
荒川　淳子
荒川　迪生

http://www.gujo-hospital.jp/ 外　科
片桐　義文
二村　直樹
原　あゆみ

内　科

各務　雅夫
松野　康成
畑佐　匡紀
竹田　具史
児玉　篤典
金森　寛充
川崎　雅規
田中　俊樹
伊藤　康文
田上　　真
石塚　達夫
坪内　俊之
立山　　冴
吉住　　瞭

心療内科
森清　慎一
稲垣麻衣子

177

郡上市民病院 501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷1261番地 0575-67-1611

×

○
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小 児 科 橋本　和幸

耳鼻咽喉科 加藤　史門

産婦人科

丹羽　憲司
石原　恒夫
早崎　容

上田　陽子
島岡　竜一

整形外科

篠﨑　昌人
花松　利昌
岩田　直也
野澤　　聡

泌尿器科
水谷　晃輔
高井　　学

救急科
（脳神経外科）

山川　弘保

178 美濃市立美濃病院 501-3746 岐阜県美濃市中央４丁目３番地 0575-33-1221 http://minohospital.jp/ × ○

内科　外科　整形
外科

眼科 小児科 泌尿
器科

皮膚科　産婦人科
耳鼻いんこう科　脳

神経外科

主治医

179 石木クリニック 501-3803 岐阜県関市西本郷通6-7-41 0575-21-2233 × ○ 内科 石木　佳英

180 おおすが内科クリニック 501-3910 岐阜県関市笠屋1-80 0575-46-8001 https://osuga-clinic.com × ○ 内科、小児科 大須賀　健
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）
関中央病院（岐阜県関市平成通2-6-18）

181 真鍋内科 501-3908 岐阜県関市寿町1-1-23 0575-24-0115 ○ ○
内科

小児科
真鍋　孔透
真鍋　智子

中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

182
医療法人義恵会

　平岡医院
501-2601 岐阜県関市武芸川町谷口８３４番地 0575-46-3027 http://www.hiraokaiin.com/ ○ ○

内科
小児科

平岡　哲也
平岡　実子

中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

183 藤井クリニック 501-3822 岐阜県関市平賀79-19 0575-25-0303 × ○ 内科 藤井　淳

184
関市国民健康保険

洞戸診療所
501-2812 岐阜県関市洞戸市場２９２番地３ 0581-58-2201 × ○

内科、外科、整形
外科

安福　嘉則 中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

185 阿知波医院 501-3842 岐阜県関市出来町１２ 0575-22-3271 http://www.achiwa-clinic.com/ ○ ○ 内科
阿知波　秀夫

阿知波　洋一郎

186 かただ眼科クリニック 501-3746 岐阜県美濃市中央十丁目１４１番地 0575-35-0881 http://katada-eyeclinic.jp/ × ○ 眼科 堅田　利彦
美濃市立美濃病院（岐阜県美濃市中央４－３）

中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

187 滝谷医院 501-3703 岐阜県美濃市下河和５１６ 0575-32-2303 ○ ○ 内科 滝谷　敏 中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

177

郡上市民病院 501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷1261番地 0575-67-1611

×

○
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188 柳田整形外科 501-3237 岐阜県関市緑町２丁目１－１０ 0575-24-2323 × ○ 整形外科 柳田　明伸

189 松原耳鼻いんこう科医院 501-3247 岐阜県関市池田町１００ 0575-24-5570 http://www.matsubara-jibiinkouka.com/ ○ ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
松原　茂規

190 きくいけ整形外科 501-3217 岐阜県関市下有知５２３０－１ 0575-21-0400 http://kikuikes.com/ × ○
整形外科
リウマチ科

喜久生　健太
喜久生　明男

191
耳鼻咽喉科・アレルギー科

さいとうクリニック
501-3904 岐阜県関市明生町5丁目1番39号 0575-25-1572 ○ ○ 耳鼻咽喉科 齋藤　正治 中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

192 臼井ハツラツクリニック 501-3914 岐阜県関市鋳物師屋6-11-7 0575-25-0330 https://臼井ハツラツクリニック.jp/ ○ ○ 内科 臼井　利雄
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）
関中央病院（岐阜県関市平成通2-6-18）

193 堀谷医院 501-4211 岐阜県郡上市八幡町中坪1-7 0575-65-6868 http://www.horiyaiin.or.jp/ ○ ○
内科

皮膚科
外科

堀谷　喜公
堀谷　登美子

郡上市民病院（岐阜県郡上市八幡町島谷1261番地1）

194
関市国民健康保険

津保川診療所
501-3501 岐阜県関市富之保1956-1 0575-49-3016 https://tsubogawa.jadecom.or.jp/ ○ ○

内科
小児科

廣田　俊夫
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）
関中央病院（岐阜県関市平成通2-6-18）

195 恵みクリニック 501-3941 岐阜県関市小屋名五反田１４６０番地 0575-28-3120 https://megumiclinic-gifu.com/ ○ ○
内科

小児科
循環器科

原　智紀
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）
関中央病院（岐阜県関市平成通2-6-18）

196 下條内科クリニック 501-3817 岐阜県関市仲町６－１３ 0575-22-5898 https://shimojo-clinic.com/ ○ ○

内科
消化器科

リハビリテーション
科

下條　宏文 中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5-1）

197 まなべ整形外科・皮フ科 501-3829 岐阜県関市旭ヶ丘２丁目２番１８号 0575-46-7790 https://manabe-cl.jp/ ○ ○

整形外科
リハビリテーション

科
皮膚科

真鍋　貴重
真鍋　蘭

198 つるだクリニック 501-5303 岐阜県郡上市高鷲町大鷲２０４９－１ 0575-72-0020 ○
内科

小児科
鶴田　貴志夫

199 東可児病院 509-0214 岐阜県可児市広見１５２０番地 0574-63-1200 www.higashikani-hp.jp/ × 〇

脳神経外科　　内
科　　　　　外科

整形外科　　　小児
科　　　　眼科

循環器内科　　　呼
吸器内科　　消化

器内科

櫻井　剛
佐々　誠　　　浦
定昭　　　進　智
康　　　佐藤　榮
作　　赤羽　明

内村　正史　　安
藤　徹　　　市川
智亮　　荒井　健
介　　上田　秀樹
赤井　昭文　　安

城　孝

200 桃井病院 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中2163 0574-67-2108 https://www.momoi-hp.com/ ○ ○
外科
内科
内科

服部　光爾
西尾　斉

小坂　顕司

201 藤掛病院 509-0214 岐阜県可児市広見876 0574-62-0030 http://www.fujikake-hospital.jp × 〇 内科

鈴村　和義
藤掛　仁博
四方　進

垂水　香理

202 濃成病院 509-0214 岐阜県可児市広見８５１－８ 0574-62-1100 nousei-1946@zpost.plala.or.jp ○ ○
内科

七野　博史
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203 秀欄会　渡辺病院 505-0041 美濃加茂市太田町3436-8 0574-25-2625 × 〇

婦人科
漢方内科
麻酔科
内科

渡辺　清香

木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5）

可児とうのう病院（岐阜県可児市土田1221-5）
県立多治見病院（多治見市前畑町5-161）

204 カブチ山田クリニック 509-0511 岐阜県加茂郡七宗町神渕10290-1 0574-46-0035 http://www.breakthough-to-the-future.com 〇 〇

内科
小児科
外科

整形外科

山田　博愛

205 佐藤クリニック 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津4228-4 0574-43-1200 〇 〇

内科
皮膚科

泌尿器科
リハビリテーション

科

佐藤　孝充 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

206 御嵩クリニック 505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩62 0574-67-5757 〇 〇 内科 仙石　裕美 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

207 早稲田クリニック 509-0214 可児市広見1丁目17番地大晃ビル3Ｆ 0574-62-7838 × 〇 精神科
早稲田　直久
大田　伸彦
廣江　隆弘

208 西田醫院 505-0027 美濃加茂市本郷町7丁目134-1 0574-28-3371 http://ncliniceye.main.jp/ 〇 〇
眼科
内科

放射線科
西田　佳央 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

209 梶の木内科医院 509-0201 岐阜県可児市川合2340-1 0574‐60‐322 https://www.kajinokinaika.com/ 〇 〇
内科

小児科

梶　尚志
坂井　聡美
矢部　朋子

可児とうのう病院（岐阜県可児市土田1221-5）
木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

210 安藤小児科 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町２８２１－４ 0574-26-0812 http://www.myclinic.ne.jp/andoshonika/pc/ 〇 〇 小児科 安藤　芳孝 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

211 岩永耳鼻咽喉科 505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町２丁目２８番地 0574-25-8749 〇 〇
耳鼻科
咽喉科
小児科

岩永　耕一
木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）
中濃厚生病院（岐阜県関市若草通5）　　　　　　　　　　可児と
うのう病院（岐阜県可児市土田1221-5）

212 濃飛ファミリークリニック 509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井1225-1 0574-53-3111 nouhifamilyclinic.com × 〇 内科 佐藤　哲也

213 わたなべ内科クリニック 505-0043 岐阜県美濃加茂市深田町3-19-1 0574-23-1070 http://www.watanabe-clinic.org/ 〇 〇
内科

呼吸器内科
アレルギー科

渡邉　篤 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

214 アカシクリニック 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1285-1 0574-66-6611 http://www.akashi-clinic.org/ 〇 〇
内科
外科

脳神経外科
明石　克彦

可児とうのう病院（岐阜県可児市土田1221-5）
木澤記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

215 安田内科クリニック 505-0032 岐阜県美濃加茂市田島町4‐8‐6 0574-27-5088 〇 〇
内科

小児科
安田　紀久子 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

216 うえだクリニック 505-0017 岐阜県美濃加茂市下米田町小山1046-7 0574-26-2281 http://ueda-cl.com/ 〇 〇
内科

脳外科
上田　竜也 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

217 キッズクリニックありす 509-0202 岐阜県可児市中恵土2359‐634 0574-61-5001 https://alice.mdja.jp/ × 〇
小児科
内科

浅井　俊行

218 和知すこやかクリニック 505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知1032-52 0574-43-3001 × 〇
内科
外科

消化器内科
湊屋　剛

219 わかやまクリニック 509-0213 岐阜県可児市瀬田847-1 0574-60-1171 http://www.wakayama-clinic-kani.com × 〇 内科 若山　敦司
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220 森本こどもクリニック 505-0052 美濃加茂市加茂野町今泉1275番地 0574-66-2522 http://morimoto-kodomo.com/ 〇 〇
内科

小児科
森本　将敬 木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

221 はたのクリニック 509-0245 岐阜県可児市下切3808-1 0574-62-7501 http://hatano.clinic/index.html 〇 〇
内科

循環器科
波多野　潔

222
さくらこどもリハビリクリニッ

ク
509-0201 岐阜県可児市川合２７４９番地５６ 0574-66-1217 ×

×（定期の患者様でどう
しても通院できない方

のみ検討
小児科 西村

223 東白川村国保診療所 509-1303 岐阜県加茂郡東白川村五加3210 0574-78-2023 〇 〇
内科

小児科
北川　浩司
若尾　奈佑

県立下呂温泉病院（岐阜県下呂市森22-11）
木沢記念病院（岐阜県美濃加茂市古井町下古井590）

224 伊佐治医院 505-0303 加茂郡八百津町伊岐津志1518番地 0574-43-0011 http://www.isaji-daichikai.com/ × 〇
内科
外科

小児科

伊佐治　亮平
伊佐治　孝洋
伊佐治　麻衣

225 タジミ第一病院 507-0007 岐阜県多治見市小名田町西ケ洞1番648 0572-22-5131 http://www.i-jinjukai.or.jp/tajimidaiichi/

○
※外科、整形外科を除

く
○

内科
循環器内科

外科
整形外科

(外科)加納・河
合・神﨑・村瀬・
岩田/(内科)杉戸
/(循内科)坂田
/(整形)加納

226 瑞浪病院 509-6121 岐阜県瑞浪市寺河戸町1190-2 0572-67-1221 × ○
内科

泌尿器科
加藤慶太朗

東濃厚生病院（岐阜県瑞浪市土岐町76番地1）
土岐市立総合病院（岐阜県土岐市土岐津町土岐口703番地

の24）

227 国保上矢作病院 509-7506 岐阜県恵那市上矢作町3111-2 0573-47-2211 × ○
内科
外科

西脇　巨記
佐本　洋介

水野　麻優子
市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

228 うすい整形外科 507-0813 岐阜県多治見市滝呂町12-214-1 0572-43-3600 https://www.usuiseikei.com/ × ○ 整形外科 臼井　秀樹 岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5丁目161）

229 藤井記念小西クリニック 507-0072 岐阜県多治見市笠原町1966-1 0572-43-2188 https://konishi.clinic/ ○ ○
内科、外科、整形
外科、大腸肛門外
科、眼科、小児科

小西　滋
藤井　修照

藤井　多賀子
岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5丁目161）

230 林かつひこ内科・循環器科 507-0072 岐阜県多治見市明和町4丁目4番地の9 0572-20-2002 ○ ○
内科

循環器科
林　勝彦
林　隆三

岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）
多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

231 はら内科クリニック 507-0816 岐阜県多治見市大畑町西仲根3-7 0572-28-3223 http://www.haranaika-clinic.com/ × ○
内科

小児科
原　純一

吉村　至広
自院で対応

232 松下クリニック 507-0065 岐阜県多治見市根本町3-93-1 0572-26-7890 https://tajimi-matsushita-clinic.com × ○ 内科 松下　悦史

233 すみれ在宅クリニック 507-0826 岐阜県多治見市脇之島町7-25-7 080-1585-8650 ○ ○
内科

小児科
馬場　礼三 岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5丁目161）

234 水田クリニック 507-0037 岐阜県多治見市音羽町1-28 0572-22-5222 ○ ○
内科
外科

水田　隆俊
岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）

多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

235 倉知眼科 507-0827 岐阜県多治見市平和町7-77 0572-22-5515 http://www.kurachi-ganka.com/ × ○ 眼科
倉知　豪
菅　啓治 多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）
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236 前川ファミリークリニック 507-0835 岐阜県多治見市錦町1-21 0572-22-0682 http://www.mae-fami.jp ○ ○ 内科 前川　博信
岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）

多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

237 浜田・浅井医院 507-0041 岐阜県多治見市太平町1-5 0572-22-0522 × ○

内科
消化器内科
循環器内科
呼吸器内科

浜田　茂彰
浅井　保志
丹羽　俊朗

岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5丁目161）

238 根本外科医院 507-0078 岐阜県多治見市高根町2-99-2 0572-27-2821 ○ ○ 内科 三島　吾朗
岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）

多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

239 ももいクリニック 507-0042 岐阜県多治見市前畑町5-85-3 0572-28-1011 × ○
内科

泌尿器科
桃井　守

岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）
多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

240 林内科クリニック 507-0035 岐阜県多治見市栄町1丁目36 0572-25-7755 http://www.001.upp.so-net.jp/clinic35/ × ○
内科

神経内科
林　謙一郎 自院で対応

241 中村こどもクリニック 507-0042 岐阜県多治見市前畑町3-76-4 0572-24-1717 http://www.nakamura.kids.com ○ ○ 小児科 中村　浩 岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5丁目161）

242 後藤医院 507-0901 岐阜県多治見市笠原町3110-1 0572-43-2014 ○ ○
内科
外科

後藤　達彦
岐阜県立多治見病院（岐阜県多治見市前畑町5-161）

多治見市民病院（岐阜県多治見市前畑町3-43）

243 東海中央クリニック 509-6134 岐阜県瑞浪市松ヶ瀬町1丁目14-1 0572-67-1118 http://www.tohno-clinic.com ○ ○

呼吸器内科
アレルギー科
消化器内科
老年内科

大林　浩幸
浅野　貴光

東濃厚生病院（岐阜県瑞浪市土岐町76番地1）

244 河村医院 508-0421 岐阜県中津川市加子母5061-9 0573-79-2033 × ○
内科

小児科
山口　満 発熱等ある場合、医師会からの対応ﾏﾆｭｱﾙに従い実施する

245 深谷医院 508-0203 岐阜県中津川市福岡1068 0573-72-2009 ○ ○
内科

小児科
深谷　泰弘 深谷医院(岐阜県中津川市福岡1068)

246 今井医院 508-0201 岐阜県中津川市田瀬972-1 0573-72-4377 https://imai-iin-nakatsugawa.com/ × ○
内科

小児科
今井　直幸 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

247 みお医院 508-0351 岐阜県中津川市付知町2711-1 0573-82-5211 ○ ○ 内科 三尾　寿樹 みお医院(岐阜県中津川市付知町2711-1)

248 近藤クリニック 509-9232 岐阜県中津川市坂下407-1 0573-70-1055  http://kondo-clinic.gifu.jp/ ○ ○
内科

消化器内科
外科

近藤　眞治

249 林メディカルクリニック 508-0038 岐阜県中津川市新町5-6 0573-65-2007 × ○
内科

産婦人科
小児科

林　弥生

250 中津クリニック 508-0041 岐阜県中津川市本町4-2-28 0573-66-3111 検討中 ○
内科

小児科
上田　宗 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

251 小野医院 509-9132 岐阜県中津川市茄子川1214-4 0573-68-2039 × ○
内科

小児科
小野　始 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

252 つねだ整形外科・皮ふ科 508-0041 岐阜県中津川市本町4-2-15 0573-65-5766 https://tsunedaseikeigeka.com/index.html × ○
整形外科
皮膚科

鈴木　誉
常田　昌弘
常田　順子

中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)
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253 木村眼科 508-0015 岐阜県中津川市手賀野400-1 0573-65-7880 http://www.kimura-cl.jp ○ ○ 眼科 木村　英次
木村内科（岐阜県中津川市手賀野400-1)

中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

254 服部内科クリニック 508-0011 岐阜県中津川市駒場1547-20 0573-65-8877 ○ ○
内科

小児科
服部　愛弘 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

255 古橋内科クリニック 508-0012 岐阜県中津川市津島町544-5 0573-66-3915 × ○ 内科 古橋　一利

256 かぜと耳鼻咽喉科 508-0031 岐阜県中津川市宮前町1108-1 0573-62-3200 × ○ 耳鼻咽喉科 風戸　亜以子 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

257 木村内科 508-0015 岐阜県中津川市手賀野400-1 0573-65-8088 http://www.kimura-cl.jp ○ ○

内科
小児科

消化器科
循環器科

木村　いずみ
木村眼科（岐阜県中津川市手賀野400-1)

中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

258 にしおクリニック 508-0001 岐阜県中津川市中津川964-274 0573-66-7077 http://www.nishio-cl.com/ × ○
脳神経外科
脳神経内科

内科
西尾　実 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

259
ふなはしファミリークリニッ

ク
509-9132 岐阜県中津川市茄子川2190-5 0573-68-2799 https://funafami.jp ○ ○

内科
小児科

船橋　浩一 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

260 恵那山のぎつね診療所 508-0011 岐阜県中津川市駒場1493-14 0573-62-3001
電話のみの初診×

診察ではなく電話相談
は○

○
内科

小児科
髙木　健太郎

中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)
市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

261 度会医院 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野301-6 0573-26-2007 × ○
内科

小児科
度会　京子

市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)
中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

262 たぐち耳鼻咽喉科 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野2-7-2 0573-26-3387 × ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
田口　欣秀

263 恵那ファミリークリニック 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家715-1 0573-20-1800 http://efc1800.jp ○ ○

内科
小児科
皮膚科
外科

整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

高木　應俊
高木　奈美恵

市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

264 河上クリニック 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野19-4 0573-25-0551 ○ ○
内科

循環器内科
小児科

河上　敬
市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

265 虹いろ在宅ケアクリニック 509-7201 岐阜県恵那市大井町1134-82 0573-22-9235 × ○
内科

緩和ケア内科
鷲津　潤爾

市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)
中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

266 田中クリニック 509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間2347-1 0573-43-0122
○

5/11より
○

5/11より
内科 田中　一徹

267 林外科・内科 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野312番地の2 0573-26-5155 ○ ○
内科

小児科

林浩介
安部奈輔子
安部剛志

市立恵那病院（岐阜県恵那市大井町2725）

268 竹内医院 508-0351 岐阜県中津川市付知町字立ノ神5806-3 0573-82-3882 ○ ○

内科
外科

小児科
眼科

竹内道一 中津川市民病院（岐阜県中津川市駒場1522-1）

18 / 19 ページ

http://www.kimura-cl.jp/
http://www.kimura-cl.jp/
http://www.kimura-cl.jp/
http://www.kimura-cl.jp/
http://www.nishio-cl.com/
http://www.nishio-cl.com/
https://funafami.jp/
https://funafami.jp/
http://efc1800.jp/
http://efc1800.jp/


施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（岐阜県）

基本情報

269 中部クリニック 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1214-41 0573-26-3001 https://chubu-gpf.or.jp/ × ○ 内科
小塚雅也
大池恵広

市立恵那病院（岐阜県恵那市大井町2725）
中津川市民病院（岐阜県中津川市駒場1522-1）

270 国保飯地診療所 509-8232 岐阜県恵那市飯地町68-1 0573-22-3027 ○ ○
内科

小児科
板橋　雄二 市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

271 国保三郷診療所 509-7124 岐阜県恵那市三郷町佐々良木1836-1 0573-28-1070 × ○ 内科 重光　良雄 市立恵那病院(岐阜県恵那市大井町2725)

272 国保坂下診療所 509-9232 岐阜県中津川市坂下722-1 0573-75-3118 http://sakashita-shinryo.jp × ○ 内科 酒井　雄三 中津川市民病院(岐阜県中津川市駒場1522-1)

273 岐阜県厚生農業協同組合連合会
飛騨医療センター　久美愛厚生病院 506-8502 岐阜県高山市中切町1番地1 0577-32-1115 http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/index.html × ○

内科

心療内科
外科

整形外科

脳神経外科
泌尿器科
産婦人科
耳鼻科

横山　俊之
櫻井　猛

横山　有見子
村田　欣洋
宮澤　宏幸
山田　勝己

岡崎　翔一郎
濱嶋　信之
安藤　寿博
堀　明洋
森岡　淳

田口　勝啓
上見　亮太
田中　耕平
山本　昌幸
山本　貴大
岩佐　剛
高畠　隆

274 岐阜県立下呂温泉病院 509-2292 岐阜県下呂市森2211 0576-23-2222 https://www.gero-hp.jp/ － 〇 全科 主治医 －

275 下呂市立金山病院 509-1693 岐阜県下呂市金山町金山973番地6 0576-32-2121 http://www2.city.gero.lg.jp/HP/kanayamahospital/ ○ ○
外科

小児科

外科：診療日に
よって担当医が

変わります。

小児科：棚橋節
子
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