
 【尾張地区】
医師会名 修  了  者  名 医  療  機  関  名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

一宮市 磯　村　豊　司 医）育徳会　磯村医院 491-0804 一宮市千秋町佐野字五反田21 0586-81-0680

〃 伊　藤　宏　樹 一宮市立市民病院 491-8558 一宮市文京2-2-22 0586-71-1911

〃 稲　垣　英一郎 医）仁誠会　稲垣医院 491-0114 一宮市浅井町江森楼光寺13 0586-51-4321

〃 井　上　雅　樹 医）翔樹会　井上内科クリニック 494-0001 一宮市開明字東沼85 0586-64-0003

〃 江　崎　貞　治 総合大雄会病院 491-8551 一宮市桜1-9-9 0586-72-1211

〃 岸　　　　　均 医）岸内科 491-0871 一宮市浅野古屋敷49 0586-77-3991

〃 木　村　忠　広 木村クリニック 491-0078 一宮市松降通7-22 0586-73-8818

〃 草　田　典　子 一宮市立市民病院 491-8558 一宮市文京2-2-22 0586-71-1911

〃 児　玉　佳　久 医）香風会　こだま内科クリニック 491-0858 一宮市栄4-1-1 0586-71-1270

〃 五　藤　　　勉 五藤医院 493-0005 一宮市木曽川町里小牧野方170 0586-87-7800

〃 坂　本　達　郎 医）尾張健友会　千秋病院 491-0815 一宮市千秋町塩尻字山王1 0586-77-0012

〃 櫻　井　義　也 桜井クリニック 491-0851 一宮市大江1-6-10 0586-73-3790

〃 重　村　元　嗣 医）墨医院 493-0004 一宮市木曽川町玉ノ井八尻145 0586-87-2510

〃 清　水　智　雄 しみず内科クリニック 491-0859 一宮市本町4-21-14 0586-72-3348

〃 田　中　博　之 田中クリニック 491-0859 一宮市本町4-19-24 0586-72-2686

〃 伴　　　佳　之 二丁目診療所 491-0858 一宮市栄4-1-5 0586-48-5611

〃 松　前　裕　己 医）愛礼会　松前内科医院 491-0871 一宮市浅野字紅楳野50-1 0586-81-7001

〃 三　澤　　　真 上林記念病院 491-0201 一宮市奥町字下口西89-1 0586-61-0110

〃 森　岡　祐　貴 一宮医療療育センター 494-0018 一宮市冨田字流筋1679-2 0586-62-0002

〃 脇　田　　　久 医）来光会　尾洲病院 491-0104 一宮市浅井町小日比野字新太37 0586-51-5522

〃 渡　辺　　　敦 医）優心会　渡辺外科 491-0905 一宮市平和3-4-1 0586-45-3400

瀬戸旭 青　山　貴　彦 医）青和会　中央病院 489-0805 瀬戸市陶原町3-12 0561-82-1200

〃 浅　井　健　次 医）宏和会　瀬戸みどりのまち病院 489-0875 瀬戸市緑町2-114-1 0561-84-3113

〃 大　野　智　義 緑ヶ丘ファミリークリニック 488-0822 尾張旭市緑町緑ケ丘121-81 0561-54-2706

〃 垣　花　将　史 医）山手クリニック 489-0989 瀬戸市山手町283-1 0561-88-0080
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医師会名 修  了  者  名 医  療  機  関  名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

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

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

〃 髙　橋　正　行 たかはしクリニック 489-0057 瀬戸市西十三塚町53-2 0561-87-1123

〃 鳥　井　彰　人 とりいクリニック 489-0951 瀬戸市石田町45-1 0561-89-5111

〃 野　田　正　治 野田内科小児科医院 489-0887 瀬戸市菱野台2-29 0561-21-3800

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

〃 松　尾　　　功 松尾医院 488-0823 尾張旭市庄南町3-8-5 052-771-8017

半田市 石　川　正　彦 石川医院 475-0054 半田市乙川町30 0569-21-0606

〃 櫻　井　孝　彦 医）花井クリニック 475-0931 半田市新宮町3-212-2 0569-24-8713

〃 佐　藤　晃　司 やなべ心療内科 475-0961 半田市岩滑中町1-39-1 0569-23-8011

〃 杉　田　市　朗 医）アイ　エス　ケイ　杉田医院 475-0837 半田市有楽町4-154-4 0569-22-0571

〃 辻　　　祥　孝 医）げんき会　辻クリニック 475-0846 半田市栄町3-143 0569-26-2227

〃 新　美　親　紀 医）親理会　中町クリニック 475-0855 半田市中町4-19-1 0569-22-1212

〃 春　田　明　範 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

〃 春　田　和　廣 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

〃 間　瀬　武　則 間瀬医院 475-0977 半田市吉田町5-58 0569-27-5166

〃 水　野　一　明 みずのファミリークリニック 475-0925 半田市宮本町6-216-6 0569-32-6001

〃 六　鹿　直　視 医）光慈会知立老人保健施設 472-0017 知立市新林町北林44 0566-81-1110

〃 森　　　智　弘 森クリニック 475-0857 半田市広小路町154-14 0569-32-3883

春日井市 井　上　義　基 井上医院 486-0901 春日井市牛山町296-21 0568-31-3739

〃 北　村　和　也 二子山ファミリークリニック 486-0955 春日井市二子町1-5-6 0568-37-3302

〃 隈　井　知　之 くまい医院 486-0928 春日井市妙慶町148-1 0568-31-7525

〃 曽場尾　勇　司 医）向陽会　あいち心身クリニック 486-0825 春日井市中央通1-88　駅前第3共同ビル2階 0568-56-0500

〃 瀧　川　稔　邦 滝川医院 486-0927 春日井市柏井町2-45-1 0568-31-7701

〃 田　代　佳　子 医）恵洲会　田代クリニック 486-0844 春日井市鳥居松町4-21-1 0568-84-1811

〃 福　井　雅　子
医）陽和会　春日井リハビリ
テーション病院附属クリニック 

480-0304 春日井市神屋町706 0568-88-0033

〃 山　際　加　代 医）医峰会　山際クリニック 486-0926 春日井市小野町2-72 0568-33-1233

〃 吉　田　英　人 吉田クリニック 486-0856 春日井市梅ヶ坪町71-3 0568-81-4786

津島市 河　西　あつ子 医）宏徳会　安藤病院 496-0026 津島市唐臼町半池72-1 0567-31-4070

〃 古　閑　　　寛 医）宏徳会　安藤病院 496-0026 津島市唐臼町半池72-1 0567-31-4070

〃 杉　山　秀　樹 医）杉山クリニック 496-0847 津島市中地町4-57-6 0567-26-2006

〃 彦　坂　行　男 医）行健会　彦坂外科 496-0035 津島市東愛宕町3-93-1 0567-25-8355

〃 平　野　高　水 内科．消化器内科．小児科　平野医院 496-0037 津島市西愛宕町2-176 0567-26-7584

小牧市 浅　井　真　嗣 医）胡蝶会　サンエイクリニック 485-0041 小牧市小牧3-560　ルミナスツインズ小牧北館1Ｆ 0568-74-2315

〃 新　井　　　茂 新井内科クリニック 485-0811 小牧市光ヶ丘1-31-2 0568-78-0050

〃 大　山　　　格 おおやま内科クリニック 485-0023 小牧市大字北外山1521-1 0568-76-8808

〃 須　藤　将　章 すどうストレスケアクリニック 485-0029 小牧市中央1-349 0568-75-0222

〃 関　本　洋　一 関本内科医院 485-0803 小牧市高根2-325 0568-78-2535

〃 塚　原　憲　児 医）双寿会　塚原外科内科 485-0029 小牧市中央2-185 0568-77-3175

〃 舟　橋　雅　浩 舟橋外科クリニック 485-0039 小牧市外堀2-229 0568-73-5888
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医師会名 修  了  者  名 医  療  機  関  名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

小牧市 松　浦　昭　吉 松浦医院 485-0804 小牧市池之内1130 0568-79-8016

〃 森　　　真理子 医）真愛会　ピアーレクリニック 485-0814 小牧市古雅1-1　ピアーレ3Ｆ 0568-78-1300

東海市 朝　倉　邦　彦 加木屋脳神経内科クリニック 477-0032 東海市加木屋町大堀20-1 0562-31-7200

〃 朝　倉　直　子 あさくらクリニック 477-0032 東海市加木屋町大堀18-1 0562-31-3101

〃 大　橋　直　子 大橋内科 476-0002 東海市名和町二反表50-2 052-829-1211

〃 小　島　邦　義 こじま内科 476-0002 東海市名和町蓮池15 052-603-2633

〃 小　嶋　真一郎 小嶋病院 477-0031 東海市大田町後田97 0562-32-2145

〃 紺　野　浩　一 医）東海　介護老人保健施設サザン東海 477-0032 東海市加木屋町西御嶽40-1 0562-31-3310

〃 神　野　靖　也 公立西知多総合病院 477-8522 東海市中ノ池3-1-1 0562-33-5500

〃 千木良　晴ひこ
東海市健康推進課 
（しあわせ村保健福祉センター） 

476-0003 東海市荒尾町西廻間2-1 052-689-1600

〃 野　尻　佳　克 加南クリニック 477-0032 東海市加木屋町南鹿持46 0562-31-3500

〃 早　川　俊　彦 早川医院 476-0003 東海市荒尾町外山72 052-603-9800

〃 松　島　英　夫 医）まつしまクリニック 477-0036 東海市横須賀町四ノ割11 0562-32-0762

〃 水　野　哲　也 あさくらクリニック 477-0032 東海市加木屋町大堀18-1 0562-31-3101

〃 森　　　　　進 介護老人保健施設　東海 476-0011 東海市富木島町八幡南20 052-601-8811

岩倉市 伊　藤　義　巳 医）いとうクリニック 482-0001 岩倉市東新町南江向24-5 0587-38-1112

〃 髙　田　幹　彦 医）知邑舎　岩倉病院 482-0015 岩倉市川井町北海戸1 0587-37-8155

〃 丹　羽　克　司 医）丹羽外科　丹羽外科内科 482-0021 岩倉市新柳町1-41 0587-66-3366

〃 野　﨑　俊　光 のざき内科・循環器科クリニック 482-0022 岩倉市栄町1-5 0587-37-2018

〃 日比野　充　伸 名草クリニック 482-0035 岩倉市鈴井町下新田145 0587-37-1700

〃 村　瀬　洋　介 医）つくし会　岩倉東クリニック 482-0042 岩倉市中本町葭原4 0587-66-1210

〃 芳　野　茂　男 医）羊蹄会　ようてい中央クリニック 482-0003 岩倉市曽野町郷前17 0587-66-5133

東名古屋 浅　井　哲　也 医）福友会　福友病院 470-0103 日進市北新町殿ケ池539 0561-73-3151

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

〃 大　島　　　亮 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

〃 太　田　信　吉 医療法人財団　愛泉会　愛知国際病院 470-0111 日進市米野木町南山987-31 0561-73-7721

〃 大　橋　儒　郁 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

〃 金　山　和　広 医）金山クリニック 470-0117 日進市藤塚3-565 0561-72-7111

〃 木　下　雅　盟 祐福寺内科 470-0162 愛知郡東郷町春木追分145 0561-38-7321

〃 笹　本　基　秀 笹本内科医院 470-0133 日進市梅森台3-115 052-802-5641

〃 杉　上　勝　美 杉上クリニック 470-0131 日進市岩崎町芦廻間87-1 0561-72-5050

〃 鈴　木　　　陽 医）日進メンタルクリニック 470-0122 日進市蟹甲町池下278-2 0561-75-5828

〃 服　部　　　努 医）たんぽぽ　たんぽぽクリニック 480-1178 長久手市丁子田15-155 0561-42-4099

〃 牧　　　靖　典 医）清水会　相生山クリニック 470-1154 豊明市新栄町6-168-2 0562-97-2332

〃 松　浦　誠　司 松浦医院 470-0166 愛知郡東郷町兵庫4-3-8 0561-37-5001

〃 水　野　智　文 医）水野内科 480-1103 長久手市岩作権田22-2 0561-63-4800

〃 宮　﨑　　　雅 医療法人財団　愛泉会　愛知国際病院 470-0111 日進市米野木町南山987-31 0561-73-7721

〃 米　田　　　稔 愛知とうぶクリニック 470-0162 愛知郡東郷町春木北野渕9-1 0561-39-2323

〃 和　田　昭　彦 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

西名古屋 今　村　康　宏 医）済衆館　済衆館病院 481-0004 北名古屋市鹿田西村前111 0568-21-0811
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医師会名 修  了  者  名 医  療  機  関  名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

西名古屋 島　野　泰　暢
医）生寿会 
五条川リハビリテーション病院 

452-0961 清須市春日新堀33 052-401-7272

〃 恒　川　武　久 医）眞清会　新川病院 452-0914 清須市土器野267 052-400-2711

〃 東　　　克　謙 医）倫紀会　いぶき野クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄宮地10 0568-26-3600

〃 渡　邉　栄　彦 はあと在宅クリニック 452-0933 清須市西田中白山5 052-325-8332

尾北 荒　木　有　三 社会医）志聖会　総合犬山中央病院 484-8511 犬山市大字五郎丸字二夕子塚6 0568-62-8111

〃 池　田　　　隆 医）池田医院 483-8271 江南市古知野町桃源32 0587-54-8322

〃 上　田　哲　司 医）哲友会　上田整形外科 483-8044 江南市宮後町船渡115 0587-59-8885

〃 大　川　洋　史 医）仁徳会　大川外科胃腸科クリニック 480-0102 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2 0587-92-3155

〃 岡　部　誠之介 医）岡部医院 484-0081 犬山市大字犬山字藪下21-3 0568-62-7121

〃 颯　田　哲　哉 平成クリニック 483-8161 江南市尾崎町上田95 0587-54-7666

〃 佐　野　　　新 さのクリニック 480-0139 丹羽郡大口町奈良子1-269 0587-94-0222

〃 鈴　木　欣　宏 医）結　結ファミリークリニック 484-0905 犬山市字西北野142-1 0568-68-3311

〃 秦　　　誠　宏 医）医仁会　さくら総合病院 480-0127 丹羽郡大口町新宮1-129 0587-95-6711

〃 土　方　康　三 医）ひじかた整形外科 480-0104 丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎235 0587-91-0012

〃 福　田　金　壽 フクタ皮フ科 483-8158 江南市布袋町東253 0587-54-1148

〃 宮　崎　貢　一
医）啓友会 
宮崎整形外科・外科・内科 

484-0888 犬山市羽黒新田下蝉屋7-1 0568-68-0461

〃 宮　崎　芳　一
医）啓友会　介護老人保健施設 
フローレンス犬山 

484-0888 犬山市羽黒新田下蝉屋7-1 0568-68-1366

〃 村　瀬　範　高 ほてい整形外科クリニック 483-8125 江南市小折東町旭76 0587-56-1011

〃 山　田　和　彦 やまだクリニック 480-0132 丹羽郡大口町秋田1-376 0587-94-1333

〃 山　田　高　資 山田ファミリークリニック 480-0103 丹羽郡扶桑町大字柏森字郷西195 0587-91-0777

〃 吉　田　　　司 吉田内科クリニック 484-0086 犬山市松本町1-140 0568-62-9222

〃 渡　辺　勝　志 かつし家庭医療医院 480-0105 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前8 0587-92-3320

稲沢市 蔭　山　　　徹 かげやまクリニック 495-0015 稲沢市祖父江町桜方西郷31 0587-97-2522

〃 梶　浦　元　晴
医）晴優会 
かじうらファミリークリニック 

492-8062 稲沢市下津住吉町22 0587-34-5556

〃 加　藤　健　司 稲沢市民病院 492-8510 稲沢市長束町沼100 0587-32-2111

〃 櫻　井　智　浩 医）森上内科クリニック 495-0011 稲沢市祖父江町森上本郷九29-8 0587-97-6867

〃 谷　　　茂　也 医）谷医院 492-8151 稲沢市井之口北畑町232 0587-32-0512

〃 野　島　　　逸 医）回精会　北津島病院 490-1323 稲沢市平和町嫁振307 0567-46-3530

〃 服　部　克　久 平和医院 490-1314 稲沢市平和町西光坊新町101 0567-46-0218

海部 浅　井　俊　亘
愛知県厚生農業協同組合連合会 
海南病院 

498-8502 弥富市前ヶ須町南本田396 0567-65-2511

〃 阿　部　俊　夫 医）宝会　七宝病院 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7800

〃 荒　川　直　之 加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-8 0567-52-2000

〃 鵜　飼　康　司 愛西市国民健康保険八開診療所 496-8044 愛西市江西町宮西43 0567-37-0351

〃 小　野　　　要 小野クリニック 490-1106 あま市小路3-9-6 052-445-2221

〃 覚　前　　　淳 医）宝会　七宝病院 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7800

〃 加　藤　元　久 医）仁心会　加藤クリニック 496-8015 愛西市草平町草場115-2 0567-22-3000

〃 榊　原　敏　正 医）瑞頌会　尾張温泉かにえ病院 497-0052 海部郡蟹江町西之森字長瀬下65-14 0567-96-2000

〃 宍　戸　伸　隆 医）宝会　七宝病院 497-0012 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7800
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海部 杉　浦　正　彦 すぎうらクリニック 497-0034 海部郡蟹江町本町11-30 0567-97-0700

〃 野　村　紀　夫 ひだまりこころクリニック 490-1111 あま市甚目寺五位田156 052-441-0800

〃 船　戸　善　彦 ふなとクリニック 497-0040 海部郡蟹江町城3-482 0567-95-0088

〃 増　田　健太郎 増田医院 497-0040 海部郡蟹江町城2-496 0567-95-1615

〃 宮　地　洋　英 医）宮地会　宮地クリニック 490-1211 あま市篠田小塚48 052-444-1064

〃 山　田　晴　生 安藤医院 490-1136 海部郡大治町花常中切1315-6 052-444-2301

知多郡 青　山　典　裕 青山診療所 478-0034 知多市旭南2-54-1 0569-44-2541

〃 安　藤　啓一郎 安藤医院 478-0021 知多市岡田字向田53-1 0562-55-3010

〃 池　山　　　淳 順和クリニック 474-0073 大府市東新町3-1-2 0562-46-5677

〃 伊　藤　久　史 伊藤クリニック 479-0828 常滑市市場町1-45 0569-35-2133

〃 井　水　秀　栄 いみずクリニック 470-0021 大府市長根町1-83-3 0562-47-0132

〃 神　原　徳　久 医）東ヶ丘クリニック 470-2202 知多郡阿久比町大字福住字高根台11-6 0569-48-5551

〃 久　野　　　洋 久野内科医院 474-0001 大府市北崎町内田面26 0562-48-4061

〃 小　出　正　文 常滑いきいきクリニック 479-0835 常滑市陶郷町4-1 0569-36-1122

〃 榊　原　良　一 榊原医院 470-2401 知多郡美浜町布土大池41 0569-82-0205

〃 慈　幸　弘　樹 じこう医院 470-2382 知多郡武豊町字東長宗13-1 0569-74-0311

〃 須　知　雅　史 内科小児科　須知医院 479-0836 常滑市栄町6-155 0569-35-2011

〃 竹　内　圭　子 きほくクリニック 479-0863 常滑市西之口10-73-3 0569-43-3737

〃 竹　内　　　進 竹内内科小児科 479-0863 常滑市西之口8-6 0569-42-1183

〃 竹　内　秀　俊 医）ハーブ内科皮フ科 470-2206 知多郡阿久比町横松宮前67 0569-48-9074

〃 竹　内　宏　幸 竹内整形外科・内科クリニック 470-2205 知多郡阿久比町大字萩字新川35 0569-47-1275

〃 竹　中　徳　哉 柊ヒルズ内科クリニック 474-0053 大府市柊山町7-50 0562-44-8188

〃 田　中　　　孝 みどりの風　南知多病院 470-3411 知多郡南知多町豊丘孫廻間86 0569-65-1111

〃 田　中　　　誠 みどりの風　南知多病院 470-3411 知多郡南知多町豊丘孫廻間86 0569-65-1111

〃 寺　田　順　二 大府ファミリークリニック 474-0053 大府市柊山町1-3 0562-48-6661

〃 永　田　文　隆 新舞子メンタルクリニック 478-0036 知多市新舞子字大瀬20-5-2 0569-43-1173

〃 中　野　　　禎 東浦医院 470-2105 知多郡東浦町藤江下廻間36-17 0562-83-2270

〃 野　村　博　彦 やすい内科 474-0044 大府市桜木町2-192 0562-44-6521

〃 早　川　和　喜 はやかわ耳鼻咽喉科クリニック 474-0073 大府市東新町2-140　1Ｆ 0562-47-1187

〃 藤　澤　　　稔 医）社団藤樹会　藤沢医院 470-2103 知多郡東浦町石浜白山1-100 0562-83-8111

〃 前　田　一　之 前田医院 470-3233 知多郡美浜町奥田御茶銭98-5 0569-87-0063

〃 前　田　吉　昭 前田クリニック 470-2105 知多郡東浦町大字藤江字山敷139-5 0562-84-6618

〃 村　川　公　一 村川医院 479-0001 常滑市矢田字戸井田22-1 0569-42-2320

〃 安　井　　　直 やすい内科 474-0044 大府市桜木町2-192 0562-44-6521

〃 柳　澤　修　一 柳澤クリニック 478-0055 知多市にしの台1-2606 0562-56-3000

〃 山　本　さゆり ゆりクリニック 470-2101 知多郡東浦町森岡前田16-1 0562-82-3337
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豊橋市 市　川　朝　洋 医）光生会　光生会病院 440-0045 豊橋市吾妻町137 0532-61-3166

〃 斉　藤　友紀子 医）さわらび会　福祉村病院 441-8124 豊橋市野依町字山中19-14 0532-46-7511

〃 谷　　　さゆり 医）さわらび会　福祉村病院 441-8124 豊橋市野依町字山中19-14 0532-46-7511

〃 馬　場　　　芳 医）はなのきクリニック 440-0837 豊橋市三ノ輪町字三ノ輪5-14 0532-63-9933

〃 安　井　章　裕 医）善恵会　長屋病院 440-0806 豊橋市八町通3-119 0532-52-3763

〃 山　口　俊　介 医）光生会　光生会病院 440-0045 豊橋市吾妻町137 0532-61-3166

〃 渡　邊　正　男 医）澄心会　豊橋ハートセンター 441-8530 豊橋市大山町字五分取21-1 0532-37-3377

〃 渡　辺　嘉　郎 医）羔羊会　弥生病院 441-8106 豊橋市弥生町東豊和96 0532-48-2211

岡崎市 稲　垣　貴　史 医）豊岡会　滝町介護老人保健施設 444-3173 岡崎市滝町字十楽72 0564-46-5050

〃 宇　田　典　弘 医）豊岡会　三田介護老人保健施設 444-0011 岡崎市欠町三田々北通13-1 0564-22-7505

〃 梅　本　俊　治 医）木南舎　冨田病院 444-3505 岡崎市本宿町字南中町32 0564-48-2431

〃 大　嶋　義　之 医）あおぞら在宅クリニック 444-0009 岡崎市小呂町1-5 0564-23-1110

〃 大　堀　　　久 医）秀士會　大堀クリニック 444-0905 岡崎市宇頭町狐田88-2 0564-31-3688

〃 小　原　　　淳 オハラ医院 444-0007 岡崎市大平町字建石25 0564-21-6308

〃 金　子　佳　史 三ヶ根クリニック 444-0124 額田郡幸田町深溝権行寺11 0564-62-2055

〃 小　林　文　博 小林医院 444-0839 岡崎市羽根西新町2-14 0564-51-4076

〃 小　林　　　靖 岡崎市民病院 444-8553 岡崎市高隆寺町字五所合3-1 0564-21-8111

〃 鈴　木　正　博 医）博報会　岡崎東病院 444-0008 岡崎市洞町向山16-2 0564-22-6616

〃 冨　田　　　裕 医）木南舎　冨田病院 444-3505 岡崎市本宿町字南中町32 0564-48-2431

〃 宮　川　尚　之
医）ゆずり葉会 
宮川ホームケアクリニック 

444-0802 岡崎市美合町下長根20-6 0564-64-4000

〃 若　山　英　雄 若山内科 444-0046 岡崎市連尺通3-2 0564-23-2102

豊川市 安　形　俊　久 医）安形医院 441-1231 豊川市一宮町泉140 0533-93-4811

〃 伊　藤　文　則 医）橘井会　タチバナ病院 442-0068 豊川市諏訪3-61 0533-85-3535

〃 植　山　珠　代 医）桃源堂　後藤病院 442-0027 豊川市桜木通4-10-2 0533-86-8166

〃 大　石　明　宣 信愛医療療育センター 441-0103 豊川市小坂井町大塚38-1 0533-95-0980

〃 太　田　俊　介 医）信愛会　大石医院 442-0854 豊川市国府町流霞103 0533-88-2235

〃 岡　部　　　学 医）信愛会　しんあいクリニック 442-0887 豊川市光明町1-19-10 0533-56-7878

〃 荻　野　宜　子 共立荻野病院 442-0812 豊川市三上町雨谷口32 0533-86-2161

〃 荻　野　展　広 共立荻野病院 442-0812 豊川市三上町雨谷口32 0533-86-2161

〃 小　池　譲　治 豊川脳神経外科クリニック 442-0839 豊川市四ツ谷町3-105 0533-56-8781

〃 小　島　章　弘 こじま内科クリニック 442-0857 豊川市八幡町上宿75-5 0533-87-0088

〃 髙　橋　俊　介 医）高橋医院 442-0031 豊川市豊川西町36 0533-86-2507

〃 武　田　正　志 医）たけだクリニック 442-0033 豊川市豊川町波通34-1 0533-83-3730

〃 内　藤　泰　宏 内藤メンタルクリニック 442-0884 豊川市光明町1-34-1 0533-82-1556

〃 樋　口　俊　寛 医）聖俊会　樋口病院 442-0068 豊川市諏訪2-145 0533-86-8131

〃 弥　田　　　武 弥田内科 441-0315 豊川市御津町大草西郷31-1 0533-76-2407

〃 矢　野　利　章 しんあいクリニック 442-0884 豊川市光明町1-19-10 0533-56-7878

碧南市 今　泉　宗　久 医）愛生館　小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88 0566-41-0004

〃 小　林　明　子 医）愛生館　小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88 0566-41-0004

 【三河地区】
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碧南市 小　林　武　彦 医）愛生館　小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88 0566-41-0004

〃 杉　浦　勇　人 医）作塚杉浦クリニック 447-0874 碧南市作塚町3-10 0566-42-5327

〃 髙　原　　　理 医）杉田会　にしばたクリニック 447-0088 碧南市札木町2-74 0566-42-2000

〃 堀　尾　　　靜 医）堀尾医院 447-0863 碧南市新川町5-108 0566-48-0633

〃 山　中　寛　紀 医）従天会　山中従天医館 447-0889 碧南市東浦町2-85 0566-41-0707

刈谷 安　藤　めぐむ 医）近藤医院 444-1331 高浜市屋敷町2-5-9 0566-53-0029

〃 石　川　重　人 泰生医院 444-1325 高浜市青木町5-6-26 0566-52-1001

〃 石　川　平　八 石川内科 448-0813 刈谷市小垣江町上広11-1 0566-21-0135

〃 石　川　征　雄 泰生医院 444-1325 高浜市青木町5-6-26 0566-52-1001

〃 今　田　数　実 医）豊田会　高浜豊田病院 444-1332 高浜市湯山町6-7-3 0566-52-5522

〃 加　藤　恭　三 医）豊田会　刈谷豊田東病院 448-0862 刈谷市野田新町1-101 0566-62-5111

〃 加　藤　茂　俊 医）吉浜クリニック 444-1336 高浜市呉竹町4-12-1 0566-52-5110

〃 菅　　　真　一 中野医院 448-0004 刈谷市泉田町神戸8-1 0566-21-1161

〃 杉　浦　尚　敬 医）初音会　杉浦医院 448-0007 刈谷市東境町児山98-1 0566-36-5408

〃 鈴　木　一　正 さくら中央クリニック 448-0034 刈谷市神明町3-205 0566-62-6500

〃 冨　安　　　斉 半城土とみやすクリニック 448-0816 刈谷市半城土西町3-2-15 0566-63-5051

〃 林　　　良　成 医）豊田会　高浜豊田病院 444-1332 高浜市湯山町6-7-3 0566-52-5522

〃 深　谷　皓　孝 医）深谷会　富士病院 472-0007 知立市牛田町西屋敷137-1 0566-85-5202

〃 水　野　健　雄 医）三健会　水野内科クリニック 472-0025 知立市池端2-17 0566-82-8200

豊田加茂 今　井　　　泰 豊田地域医療センター 471-0061 豊田市西山町3-30-1 0565-34-3000

〃 落　合　賢　一 おちあいクリニック 471-0828 豊田市前山町5-23-61 0565-28-1331

〃 加　藤　真　二 医）三九会　三九朗病院 471-0035 豊田市小坂町7-80 0565-32-0282

〃 加　藤　豊　文 衣ヶ原病院 471-0036 豊田市広久手町2-34 0565-32-0991

〃 小石川　　　功 小石川医院 444-2424 豊田市足助町本町24 0565-62-0022

〃 柴　原　弘　明 しばはらクリニック 470-0348 豊田市貝津町箕輪216-1 0565-45-6633

〃 菅　沼　正　司 菅沼医院 471-0019 豊田市高橋町1-61 0565-80-3461

〃 中　村　英　治 中村医院 444-2225 豊田市岩倉町柿田39-3 0565-86-1414

〃 成　瀬　　　達 みよし市民病院 470-0224 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300

〃 野　場　万　司 野場医院 473-0916 豊田市吉原町前田65-1 0565-52-3345

〃 濱　田　広　幸 みよし市民病院 470-0224 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300

〃 平　吹　広　一 医）平吹医院 470-1207 豊田市鴛鴨町小畔屋敷130-1 0565-27-8000

〃 平　山　眞　彦 京町クリニック 471-0063 豊田市京町4-8-1 0565-42-6666

〃 翠　　　健一郎 みすクリニック 470-0224 みよし市三好町小坂75　三好医療モール2Ｆ 0561-34-7511

〃 安　田　武　司 トヨタ記念病院 471-8513 豊田市平和町1-1 0565-28-0100

蒲郡市 井　野　佐　登 医）松風会　蒲郡クリニック 443-0021 蒲郡市三谷町須田10-2 0533-68-1115

〃 近　藤　耕　次 医）耕和会こんどうクリニック 443-0037 蒲郡市鹿島町深田22-1 0533-66-0007

〃 増　本　　　弘 医）積善会　蒲郡東部病院 443-0013 蒲郡市大塚町山ノ沢45-2 0533-59-7601

〃 柳　澤　　　潔 医）柳沢内科 443-0105 蒲郡市西浦町馬 5々3-1 0533-57-2537

〃 横　山　敦　司 医）北辰会　蒲郡厚生館病院 443-0035 蒲郡市栄町11-13 0533-69-3251

安城市 岡　本　雅　彦 アイエムクリニック・安城 446-0073 安城市篠目町1-11-16 0566-91-2065

〃 近　藤　倉　生 医）近藤医院 446-0053 安城市高棚町大道53-2 0566-92-6850
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安城市 西　尾　四　郎 医）安祥会　安城老人保健施設 446-0021 安城市法連町8-1 0566-72-5111

〃 西　尾　　　真 医）安祥会　松井整形外科 446-0021 安城市法連町8-11 0566-75-1177

〃 野　村　俊　之 医）野村内科 446-0071 安城市今池町1-14-6 0566-98-0725

〃 藤　井　康　彰 藤井内科胃腸科 446-0066 安城市池浦町池浦94-44 0566-74-1101

〃 山　下　高　範
医）隆昌会 
やました内科小児科クリニック 

446-0042 安城市大山町2-9-1 0566-71-2556

西尾市 石　川　作和夫 石川医院 444-0516 西尾市吉良町吉田天笠桂92-1 0563-32-0240

〃 田　中　正　規 医）田中会　西尾病院 445-0824 西尾市和泉町22 0563-57-5138

〃 中　澤　　　信
医）仁医会 
あいちリハビリテーション病院 

445-0026 西尾市江原町西柄1-1 0563-52-9001

〃 深　見　正　明 医）深見十全会　深見クリニック 444-0403 西尾市一色町松木島丸山54 0563-72-2010

〃 米　津　昌　宏 よねづクリニック 445-0802 西尾市米津町野寺道46-5 0563-57-7277

北設楽郡 伊　藤　隆　啓 伊藤内科 441-2301 北設楽郡設楽町田口字稗田3-3 0536-62-0558

〃 伊　藤　幸　義 月新堂医院 441-2301 北設楽郡設楽町田口字白根土15-6 0536-62-0026

〃 丹　羽　治　男 東栄医療センター 449-0293 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗5 0536-79-3311

新城市 内　山　晴　旦 医）三才堂　内山医院 441-1361 新城市平井字新栄2-1 0536-24-1212

〃 神　本　　　篤 西新町整形外科 441-1367 新城市字札木32-10 0536-22-0372

〃 中　根　幸　雄 中根医院 441-1371 新城市城北2-2-1 0536-24-1661

〃 原　田　直太郎 医）静巌堂医院 441-1946 新城市副川字大貝津13 0536-35-0022

〃 米　田　正　弘 米田内科 441-1361 新城市平井字新栄127-1 0536-24-0700

田原市 北　山　　　周 北山医院 441-3605 田原市江比間町西砂畑22 0531-37-0023

〃 朽　名　　　誠 医）朽名医院 441-3613 田原市古田町郷中159-3 0531-33-0162

〃 富　永　　　潤 医）富永医院 441-3417 田原市豊島町前田133-2 0531-23-1316

〃 富　永　雄一郎 医）富永医院 441-3417 田原市豊島町前田133-2 0531-23-1316
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