日医かかりつけ医機能研修制度 認定者一覧（平成31年4月1日現在）
氏名

医療機関名

郵便番号

医療機関住所

医療機関TEL

郡市区医師会名

1 木本 昌子

丸井医院

461-0001 名古屋市東区泉2-19-2

052-931-0601 東区

2 猪子 哲朗

猪子内科クリニック

462-0844 名古屋市北区清水5-13-6

052-991-3221 北区

3 佐々木 國夫 佐々木医院

453-0014 名古屋市中村区則武1-26-15

052-451-0066 中村区

4 森 孝生

460-0004

6 渡邊 源市

医療法人社団健翔会
わたなべ内科クリニック

名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ビル
名古屋市中区新栄町3-13
460-0004
加藤ビル2階
名古屋市昭和区山手通3-8-1
466-0185
日本調剤山手通ビル2階

7 児島 康浩

こじま内科小児科クリニック

467-0804 名古屋市瑞穂区洲雲町1-8-1

052-841-9815 瑞穂区

8 鈴木 生子

すずきクリニック

467-0832 名古屋市瑞穂区神前町2-36-2

052-841-2428 瑞穂区

9 橋本 猛

橋本クリニック

467-0003 名古屋市瑞穂区汐路町2-1-2

052-841-4141 瑞穂区

10 星野 和人

みなと医療生活協同組合
協立総合病院

456-8611 名古屋市熱田区五番町4番33号

052-654-2211 熱田区

11 佐藤 士郎

さとう整形外科

454-0943 名古屋市中川区大当郎1-1304

052-304-0300 中川区

12 福井 隆男

医療法人和香会 福井医院

454-0833 名古屋市中川区上脇町2-87

052-361-2816 中川区

13 長谷川 恒雄 あおなみクリニック

455-0075 名古屋市港区正徳町一丁目10番地

052-665-5552 港区

14 島田 則子

医療法人 江崎医院

455-0037 名古屋市港区名港1-18-10

052-661-2452 港区

15 松原 由朗

松原内科医院

457-0862 名古屋市南区内田橋1-5-22

052-691-5208 南区

16 山田 師生

かすばたクリニック

457-0052 名古屋市南区粕畠町3-16

052-824-1192 南区

17 加藤 順子

医療法人済美会 石川クリニック

457-0006 名古屋市南区鳥栖1-15-28

052-811-2223 南区

18 宮田 和幸

医療法人 宮田医院

457-0847 名古屋市南区道徳新町5-21

052-691-1490 南区

19 芝 健治

しば内科クリニック

463-0048

20 小川 拓男

おがわ内科クリニック

463-0079 名古屋市守山区幸心1-228

052-791-2255 守山区

21 山本 幸一郎 医療法人紘和会 山本内科

458-0847 名古屋市緑区浦里3-163

052-891-1500 緑区

22 児玉 充央

こだまクリニック

465-0053 名古屋市名東区極楽1-1

052-705-0550 名東区

23 武井 禧明

武井医院

465-0013 名古屋市名東区社口2-1001

052-771-1139 名東区

24 前田 憲希

医療法人愛希会 前田医院

465-0065 名古屋市名東区梅森坂3-5201

052-703-3000 名東区

25 杉野 茂生

平針団地診療所

468-0020 名古屋市天白区平針南1-214

052-801-4355 天白区

26 坂野 閣紀

ばんのクリニック

468-0028 名古屋市天白区島田黒石710-1

052-800-3066 天白区

27 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 瀬戸旭

28 加藤 牧子

加藤医院

480-1207 瀬戸市品野町5丁目333番地

0561-41-0172 瀬戸旭

29 松尾 功

松尾医院

488-0823 尾張旭市庄南町3丁目8番地5

052-771-8017 瀬戸旭

30 飯田 幸雄

飯田クリニック

488-0011 尾張旭市東栄町2-8-8

0561-53-1711 瀬戸旭

セントラル小児科

5 加藤 眞知子 加藤医院
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名古屋市守山区小幡南1-24-10
アクロス小幡2階

052-971-6237 中区
052-951-3114 中区
052-861-3450 昭和区

052-793-8001 守山区
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氏名
31 鳥井 彰人

医療機関名

郵便番号

医療機関住所

医療機関TEL

郡市区医師会名

489-0951 瀬戸市石田町45-1

0561-89-5111 瀬戸旭

32 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 瀬戸旭

33 町田 英之

医療法人 本地ヶ原クリニック

488-0046 尾張旭市南栄町旭ヶ丘57-3

0561-52-2121 瀬戸旭

34 三浦 悟

三浦内科クリニック

489-0909 瀬戸市みずの坂2-26

0561-48-6101 瀬戸旭

35 春田 和廣

医療法人 春田内科

475-0836 半田市青山7-12-20

0569-22-5533 半田市

36 間瀬 武則

間瀬医院

475-0977 半田市吉田町5-58

0569-27-5166 半田市

37 井上 義基

井上医院

486-0901 春日井市牛山町296-21

0568-31-3739 春日井市

38 加藤 聡

医療法人愛洋会 加藤クリニック

486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷1-2

0568-31-3361 春日井市

39 加藤 茂

医療法人愛洋会 加藤クリニック

486-0906 春日井市屋敷町字下屋敷1-2

0568-31-3361 春日井市

40 武田 秀夫

医療法人樹心会
たけだクリニック整形外科・内科

486-0926 春日井市小野町5-89-6

0568-82-8808 春日井市

41 福井 雅子

医療法人陽和会
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 春日井市

42 松本 一明

鳥居クリニック

486-0844 春日井市鳥居松町2-307

0568-81-2200 春日井市

43 平松 義文

医療法人嚶鳴会
如来山内科・外科クリニック

476-0014 東海市富貴ノ台二丁目165番地

052-689-0900 東海市

44 神野 美和

みわホームクリニック

477-0031 東海市大田町蟹田126

0562-32-0030 東海市

45 加藤 浩一

かとう内科こどもクリニック

477-0032 東海市加木屋町辻ヶ花173

0562-36-2805 東海市

46 杉本 辰雄

杉本クリニック

470-0125

47 安藤 重幸

安藤クリニック

484-0094 犬山市塔野地字東前田30-1

0568-62-8881 尾北

48 渡部 敬俊

渡部内科医院

483-8389 江南市後飛保町両家171

0587-58-7506 尾北

49 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 尾北

50 黒川 孝志

黒川すこやかクリニック

484-0085 犬山市大字犬山字西古券99

0568-61-0083 尾北

51 渡辺 勝志

かつし家庭医療医院

480-0105 丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ前8 0587-92-3320 尾北

52 大川 洋史

医療法人仁徳会
大川外科胃腸科クリニック

480-0102

53 池田 隆

医療法人 池田医院

483-8271 江南市古知野桃源32

0587-54-8322 尾北

54 上田 哲司

医療法人哲友会 上田整形外科

483-8044 江南市宮後町船渡115

0587-59-8885 尾北

55 河村 英徳

カワムラ整形外科

484-0827 犬山市字薬師前3-4

0568-67-1134 尾北

56 木村 央

医療法人 木村内科

484-0894 犬山市大字羽黒字神明6

0568-67-0008 尾北

57 鈴木 欣宏

医療法人結 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 尾北

58 高田 亨

医療法人T＆M たかだクリニック

483-8336 江南市前飛保町寺町214

0587-53-3369 尾北

59 藤原 誠治

藤原医院

483-8084 江南市高屋町御日塚187

0587-56-2056 尾北

60 細野 和久

医療法人仁和会 ほその外科小児
科

483-8069 江南市飛高町宮町118

0587-54-1135 尾北

とりいクリニック
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日進市赤池1-3001
第25オーシャンプラザ3F

丹羽郡扶桑町
大字高雄字伊勢帰133-2

052-801-1511 東名古屋

0587-92-3155 尾北
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氏名

医療機関名

郵便番号

医療機関住所

医療機関TEL

郡市区医師会名

61 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 尾北

62 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 尾北

63 山田 英貴

医療法人 山田外科内科

480-0147 丹羽郡大口町竹田2-38

0587-96-6000 尾北

64 杉本 雅一

杉本クリニック

498-0048 弥富市稲吉2-10-2

0567-68-5656 海部

65 宮地 洋英

医療法人宮地会 宮地クリニック

490-1211 あま市篠田小塚48

052-444-1064 海部

66 村瀨 敏之

村瀬医院

474-0025 大府市中央町2-100

0562-46-2012 知多郡

67 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 知多郡

68 安井 直

医療法人敬寿会 やすい内科

474-0044 大府市桜木町2-192

0562-44-6521 知多郡

69 山内 正樹

山内ファミリークリニック

441-8087 豊橋市牟呂町字東里60

0532-43-6333 豊橋市

70 伊藤 正也

まちなかクリニック

440-0816 豊橋市談合町93

0532-57-1808 豊橋市

71 鎌田 泰弘

医療法人 カマタ内科小児科

440-0041 豊橋市岩田町字道合80

0532-61-9700 豊橋市

72 長濱 貴彦

横山内科

440-0882 豊橋市神明町107

0532-55-7231 豊橋市

73 山本 和彦

山本医院

441-3151 豊橋市二川町字北裏35

0352-41-0205 豊橋市

74 内堀 充敏

医療法人 うちぼり医院

444-0005 岡崎市岡町字方便1-22

0564-57-8131 岡崎市

75 鈴木 正博

医療法人博報会 岡崎東病院

444-0008 岡崎市洞町向山16-2

0564-22-6616 岡崎市

76 杉浦 晴彦

杉浦医院

447-0847 碧南市音羽町2-6

0566-41-0019 碧南市

77 杉浦 勇人

医療法人 作塚杉浦クリニック

447-0874 碧南市作塚町3-10

0566-42-5327 碧南市

78 杉山 文彦

杉山クリニック

470-0452 豊田市迫町六反田77-1

0565-76-5959 豊田加茂

79 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 安城市

80 石川 忠雄

つるしろクリニック

445-0807 西尾市伊藤3-3-2

0563-53-7500 西尾市

81 朽名 誠

医療法人 朽名医院

441-3613 田原市古田町郷中159-3

0531-33-0162 田原市
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