日医かかりつけ医機能研修制度 認定者一覧（令和4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

維田 史郎

いだ耳鼻咽喉科医院

464-0036 名古屋市千種区本山町2-24-4

052-761-0208 千種区

2

尾山 淳

医療法人 光が丘内科クリニック

464-0006 名古屋市千種区光が丘1-16-20

052-725-3337 千種区

3

馬場 錬

ばば みみ・はな・のど クリニック

464-0039 名古屋市千種区日和町1-1-4

052-757-3387 千種区

4

上田 常義

葵外科

461-0005

5

加藤 久視

加藤内科クリニック

6

木本 昌子

医療法人 丸井医院

461-0001 名古屋市東区泉2-19-2

052-931-0601 東区

7

伊藤 公一

医療法人医心会 伊藤内科医院

462-0845 名古屋市北区柳原4-7-8

052-981-0981 北区

8

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

9

越後谷 雄一

医療法人慈照会
老人保健施設ハートフルライフ西城

451-0024 名古屋市西区秩父通2-36

052-524-6301 西区

10 櫻井 敏

医療法人 桜井医院

452-0805 名古屋市西区市場木町286

052-501-0165 西区

11 滝 徳人

滝内科

453-0815 名古屋市中村区北畑町1-22

052-461-2221 中村区

12 磯部 智

磯部内科クリニック

460-0004

名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ﾋﾞﾙ3F

052-971-0515 中区

13 服部 達哉

本町クリニック

460-0008 名古屋市中区栄3-20-29

052-249-0101 中区

14 市村 格

医療法人 北山クリニック

466-0006 名古屋市昭和区北山町2-34-4

052-733-1560 昭和区

15 市村 みゆき 医療法人 北山クリニック

466-0006 名古屋市昭和区北山町2-34-4

052-733-1560 昭和区

16 近藤 博美

桜山内科・循環器内科クリニック

466-0044 名古屋市昭和区桜山町2-41

052-851-0100 昭和区

17 立松 康

立松医院

466-0046 名古屋市昭和区広見町5-55

052-841-3844 昭和区

18 田中 辰弥

純恵医院

466-0021 名古屋市昭和区小坂町2-17

052-731-9435 昭和区

19 中野 もとみ

中野ファミリークリニック

466-0053 名古屋市昭和区滝子町22-3

052-884-1888 昭和区

20 白水 重尚

医療法人白水会 白水クリニック

466-0824 名古屋市昭和区山里町159-1

052-861-0099 昭和区

21 加藤 雅通

医療法人藤渓会
加藤外科産婦人科・乳腺クリニック

467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通5-8-2

052-836-7953 瑞穂区

22 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

23 服部 多計三 服部医院

467-0825 名古屋市瑞穂区柳ヶ枝町1-34

052-881-0876 瑞穂区

24 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4-33

052-654-2211 熱田区

25 伊藤 正博

富田クリニック

454-0957 名古屋市中川区かの里2-504

052-301-1212 中川区

26 加藤 友也

たいようファミリークリニック

454-0852 名古屋市中川区昭和橋通1-15-5

052-355-8111 中川区

27 佐藤 温

佐藤あつしクリニック

454-0872 名古屋市中川区万町403

052-352-2311 中川区

28 佐藤 士郎

医療法人 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

名古屋市東区東桜2-5-11
ｼｴｰﾅﾙ内
名古屋市東区飯田町34
461-0013
ｲｲﾀﾞﾏﾁﾊｳｽ1F

名古屋市中川区
富田町大字千音寺字間渡里2883

052-931-2077 東区
052-935-6000 東区

29 西口 健二郎 医療法人 西口整形外科

454-0971

30 丹羽 政宏

戸田ファミリークリニック

454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-301

052-439-0039 中川区

31 坂野 哲哉

医療法人 一色診療所

454-0945

名古屋市中川区
下之一色町字波花93

052-301-6161 中川区
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052-432-3003 中川区

日医かかりつけ医機能研修制度 認定者一覧（令和4年4月1日現在）
氏名

医療機関名

郵便番号

医療機関住所
名古屋市中川区長須賀3-704
光曜圓1F

医療機関TEL

郡市区医師会名

32 松本 幸三

医療法人 松本ファミリークリニック

454-0994

33 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

34 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1-10

052-665-5552 港区

35 伊藤 剛

医）ゆとりす ごうクリニック

457-0006 名古屋市南区鳥栖2-3-1

052-821-3883 南区

36 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

37 津田 憲一

津田医院

457-0846 名古屋市南区道徳通2-20-2

052-691-3662 南区

38 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

39 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

40 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

41 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

42 芝 健治

しば内科クリニック

463-0048

43 箭頭 正倫

ヤトウ病院

463-0055 名古屋市守山区西新14-2

052-791-2151 守山区

44 箭頭 真理子 ヤトウ病院

463-0055 名古屋市守山区西新14-2

052-791-2151 守山区

45 内川 智浩

458-0031 名古屋市緑区旭出2-626

052-892-2522 緑区

46 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

47 伊原 直隆

いはら内科外科クリニック

465-0091 名古屋市名東区よもぎ台2-616

052-773-0021 名東区

48 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

49 長谷川 義夫 はせがわクリニック

465-0061 名古屋市名東区高針3-406

052-702-1088 名東区

50 舩橋 克明

照が丘クリニック

465-0042 名古屋市名東区照が丘61

052-772-5131 名東区

51 水谷 宏

よもぎクリニック

465-0091 名古屋市名東区よもぎ台1-204-1

052-777-2881 名東区

52 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

53 鈴木 俊光

医療法人立光会 鈴木眼科医院

468-0056 名古屋市天白区島田2-811

052-803-2277 天白区

54 長谷川 守正 元八事整形外科形成外科

468-0066 名古屋市天白区元八事1-242

052-839-0550 天白区

55 早田 篤司

はやたクリニック

468-0051

56 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

57 松尾 大志

マーガレットクリニック

468-0011

58 磯村 豊司

医療法人育德会 磯村医院

491-0804 一宮市千秋町佐野字五反田21

0586-81-0680 一宮市

59 鵜飼 現

萩原うかい内科

491-0351 一宮市萩原町花井方字一本松33-1

0586-68-1114 一宮市

60 宇野 格

宇野医院

494-0003 一宮市三条字ヱグロ78-1

0586-61-0023 一宮市

61 河合 隆

腎・泌尿器科河合クリニック

491-0057 一宮市今伊勢町宮後字郷東23-5

0586-47-4145 一宮市

62 安田 盛

開明クリニック

494-0001 一宮市開明字郷東39-1

0586-47-4133 一宮市

医療法人あさひ 滝の水クリニック
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名古屋市守山区小幡南1-24-10
ｱｸﾛｽ小幡2F

名古屋市天白区植田3-1603
名鉄交通植田ﾋﾞﾙ1F

名古屋市天白区平針1-1907
ほっと平針2B

052-737-5381 中川区

052-793-8001 守山区

052-838-5585 天白区
052-800-3066 天白区
052-838-6688 天白区

日医かかりつけ医機能研修制度 認定者一覧（令和4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

63 有竹 俊明

医療法人 有竹眼科

489-0887 瀬戸市菱野台4-7

0561-84-1121 瀬戸旭

64 打田 昌夫

医療法人清登会 打田内科クリニック

489-0005 瀬戸市中水野町2-736

0561-48-7771 瀬戸旭

65 加藤 牧子

加藤医院

480-1207 瀬戸市品野町5-333

0561-41-0172 瀬戸旭

66 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 瀬戸旭

67 髙阪 彰

489-0815 瀬戸市南仲之切町111

0561-21-5011 瀬戸旭

68 坂田 成一郎 坂田内科

489-0819 瀬戸市西本町1-11

0561-87-0169 瀬戸旭

69 清田 朋美

青山クリニック

489-0917 瀬戸市效範町2-34

0561-82-1141 瀬戸旭

70 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 瀬戸旭

71 新田 正廣

にったクリニック

488-0023 尾張旭市瀬戸川町1-128

0561-55-5550 瀬戸旭

72 花井 雅志

せとかいどう花井クリニック

488-0840 尾張旭市印場元町3-4-5

0561-52-8715 瀬戸旭

73 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

74 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

75 安井 徹郎

医療法人 やすい医院

488-0858 尾張旭市白鳳町1-120

0561-52-9555 瀬戸旭

76 若尾 孝明

わかお内科クリニック

488-0839 尾張旭市渋川町1-18-10

0561-55-5222 瀬戸旭

77 小出 恭裕

小出クリニック

475-0029 半田市亀崎常盤町3-107

0569-28-3115 半田市

78 杉田 市朗

医療法人アイ・エス・ケイ 杉田医院

475-0837 半田市有楽町4-154-4

0569-22-0571 半田市

79 高川 寛子

高川クリニック

475-0856 半田市更生町1-125-5

0569-21-5531 半田市

80 辻 祥孝

医療法人げんき会 辻クリニック

475-0846 半田市栄町3-143

0569-26-2227 半田市

81 都築 徹哉

都築医院

475-0023 半田市亀崎町6-95

0569-28-0566 半田市

82 春田 明範

医療法人 春田内科

475-0836 半田市青山7-12-20

0569-22-5533 半田市

83 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

84 間瀬 武則

間瀬医院

475-0977 半田市吉田町5-58

0569-27-5166 半田市

85 森 智弘

森クリニック

475-0857 半田市広小路町154-14

0569-32-3883 半田市

86 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

87 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

88 榊原 一貴

医療法人 さかきばらクリニック

486-0918 春日井市如意申町1-10-13

0568-33-5005 春日井市

89 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

90 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

91 山際 加代

医療法人医峰会 山際クリニック

486-0926 春日井市小野町2-72

0568-33-1233 春日井市

92 山本 武司

大手外科クリニック

486-0807 春日井市大手町2-70

0568-81-3033 春日井市

93 彦坂 壮洋

医療法人行健会 彦坂外科

496-0035 津島市東愛宕町3-93-1

0567-25-8355 津島市

医療法人嶺会 髙阪内科
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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

94 彦坂 行男

医療法人行健会 彦坂外科

496-0035 津島市東愛宕町3-93-1

0567-25-8355 津島市

95 松永 健司

松永医院

496-0857 津島市南門前町2-58

0567-26-2022 津島市

96 蛯原 健二

蛯原医院

485-0029 小牧市中央1-159

0568-76-2351 小牧市

97 小林 靖典

小林外科内科

485-0011 小牧市岩崎281-10

0568-77-3531 小牧市

98 稲生 靖

公立西知多総合病院

477-8522 東海市中ノ池3-1-1

0562-33-5500 東海市

99 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

100 長谷川 真美 久保田医院

476-0015 東海市東海町3-7-20

052-603-4515 東海市

101 伊藤 志門

アガペクリニック

470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入61

0561-74-3000 東名古屋

102 祖父江 良

祖父江クリニック

480-1163 長久手市原邸819

0561-64-1170 東名古屋

103 成田 伍良

医療法人 成田内科循環器科

470-1108 豊明市沓掛町荒井11-5

0562-92-8110 東名古屋

104 錦見 満

医療法人聖生会 なしのきクリニック

470-0115 日進市折戸町梨子ノ木28-651

0561-73-5052 東名古屋

105 三木 健司

医療法人樹心会 わごうヶ丘クリニック

470-0154 愛知郡東郷町和合ヶ丘1-5-6

0561-38-1616 東名古屋

106 東 克謙

医療法人倫紀会 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 西名古屋

107 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

108 安藤 通泰

安藤医院

484-0083 犬山市大字犬山字東古券722-2

0568-61-0316 尾北

109 板津 孝明

医療法人清友会 いたつ内科クリニック

484-0854 犬山市裏ノ門50

0568-67-6333 尾北

110 今井 英夫

今井医院

480-0142 丹羽郡大口町中小口1-19

0587-95-2534 尾北

111 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123

0587-59-8885 尾北

112 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 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2

0587-92-3155 尾北

113 黒川 孝志

黒川すこやかクリニック

484-0081 犬山市犬山字西古券99

0568-61-0083 尾北

114 近藤 恭司

医療法人青伸会 近藤療院

483-8037 江南市勝佐町西町153

0587-56-2203 尾北

115 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

116 澤田 敬久

医療法人 ハートクリニックさわだ

484-0074 犬山市梅坪2-122

0568-62-5556 尾北

117 内藤 龍雄

ないとうクリニック

483-8035 江南市高屋町大門263

0587-52-5730 尾北

118 舟曵 純仁

医療法人 ふなびきクリニック

484-0061 犬山市前原字桜坪29-2

0568-62-8811 尾北

119 舟曳 靖子

医療法人 ふなびきクリニック

484-0061 犬山市前原桜坪29-2

0568-62-8811 尾北

120 松浦 宏允

犬山駅西病院

484-0081 犬山市犬山字高見町11

0568-61-2017 尾北

121 水谷 泰樹

水谷内科

483-8259 江南市上奈良町栄110

0587-59-8170 尾北

122 三ッ口 文寛 三ッ口医院

483-8212 江南市古知野町瑞穂34

0587-56-3532 尾北

123 宮垣 義実

宮垣内科

483-8334 江南市前飛保町緑ヶ丘231

0587-56-0911 尾北

124 安田 啓子

やすだ内科クリニック

480-0102
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丹羽郡扶桑町
大字高雄字定光寺130-1

0587-92-3331 尾北
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125 安田 信之

やすだ内科クリニック

480-0102

丹羽郡扶桑町
大字高雄字定光寺130-1

0587-92-3331 尾北

126 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

127 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 尾北

128 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

129 渡辺 勝志

かつし家庭医療医院

480-0105 丹羽郡扶桑町南山名字前ノ前8

0587-92-3320 尾北

130 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

131 伊東 國雄

大里クリニック

492-8423 稲沢市高重中町118-1

0587-32-2010 稲沢市

132 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 海部

133 加藤 庄次

かとうクリニック

497-0000 海部郡蟹江町今本町通22

0567-96-2233 海部

134 谷 智満

医療法人 しげやす内科クリニック

490-1211 あま市篠田稲荷46

052-449-5550 海部

135 萩原 廣彰

医療法人彰和会 おづクリニック

496-8009 愛西市小津町観音堂3

0567-28-2358 海部

136 上床 正

医療法人 上床医院

470-3412 知多郡南知多町豊浜中村23-1

0569-65-0604 知多郡

137 尾之内 博規 医療法人 おのうち皮フ科

478-0034 知多市旭南2-3-1

0569-44-2270 知多郡

138 須知 雅史

479-0836 常滑市栄町6-155

0569-35-2011 知多郡

139 瀧田 好一郎 医療法人瀧田医院 瀧田医院分院

479-0835 常滑市陶郷町1-8-1

0569-36-2111 知多郡

140 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 知多郡

141 中野 禎

医療法人光禎会 東浦医院

470-2105

142 平野 真

平野内科

474-0036 大府市月見町3-129

0562-46-0030 知多郡

143 前田 吉昭

医療法人昭新会 前田クリニック

470-2105 知多郡東浦町藤江字山敷139-5

0562-84-6618 知多郡

144 宮原 隆志

みやはら医院

474-0038 大府市森岡町1-188

0562-44-6711 知多郡

145 村瀨 敏之

村瀬医院

474-0025 大府市中央町2-100

0562-46-2012 知多郡

146 毛受 弘親

内科毛受医院

470-2343 知多郡武豊町字小迎１４３

0569-72-6432 知多郡

147 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

148 鎌田 泰弘

医療法人 カマタ内科小児科

440-0041 豊橋市岩田町道合80

0532-61-9700 豊橋市

149 清水 伸哉

医療法人 胃腸科清水内科

441-8047 豊橋市鴨田町42-2

0532-45-6201 豊橋市

150 白井 大悟

医療法人有心会 愛知クリニック

441-8034 豊橋市松村町48

0532-47-3663 豊橋市

151 長濱 貴彦

医療法人 横山内科

440-0882 豊橋市神明町107

0532-55-7231 豊橋市

152 成瀨 克也

医療法人 成瀬泌尿器科

440-0016 豊橋市牛川町字田中17

0532-63-5100 豊橋市

441-8002 豊橋市吉川町225-1

0532-34-5566 豊橋市

441-8083 豊橋市東脇4-1-6

0532-32-3831 豊橋市

441-8083 豊橋市東脇1-5-3

0532-33-1231 豊橋市

153 西田 元彦
154 林 章彦
155 伴 昌明

内科小児科須知医院

医療法人メディプラス
西田メディカルクリニック
医療法人慈杏会
東脇胃腸内科・外科
伴内科
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156 三沢 和男

三沢医院

440-0851 豊橋市前田南町1-21-1

0532-54-7831 豊橋市

157 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

158 山本 和彦

山本医院

441-3151 豊橋市二川町北裏35

0532-41-0205 豊橋市

159 岡田 昭紀

医療法人 岡田胃腸科クリニック

444-0822 岡崎市若松東2-9-5

0564-54-0125 岡崎市

160 星野 晃

星野クリニック

444-3622 岡崎市樫山町新居野56-5

0564-82-3007 岡崎市

161 武田 正志

医療法人 たけだクリニック

442-0033 豊川市豊川町波通34-1

0533-83-3730 豊川市

162 長原 正静

医療法人鳳紀会
大崎整形リハビリクリニック

442-0007 豊川市大崎町下金居場58

0533-84-8261 豊川市

163 長田 和久

長田医院

447-0886 碧南市源氏町4-36

0566-42-1200 碧南市

164 杉浦 晴彦

杉浦医院

447-0847 碧南市音羽町2-6

0566-41-0019 碧南市

165 加藤 茂俊

医療法人 吉浜クリニック

444-1336 高浜市呉竹町4-12-1

0566-52-5110 刈谷

166 榊原 正典

医療法人九友会 榊原医院

448-0846 刈谷市寺横町5-78

0566-21-3151 刈谷

167 杉浦 尚敬

医療法人初音会 杉浦医院

448-0007 刈谷市東境町児山98-1

0566-36-5408 刈谷

168 杉浦 裕美子 医療法人初音会 杉浦医院

448-0007 刈谷市東境町児山98-1

0566-36-5408 刈谷

169 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

170 伊藤 眞理

医療法人 いとう内科小児科

443-0005 蒲郡市水竹町西清水川38-1

0533-66-0088 蒲郡市

171 河合 雄

医療法人 カワイ外科

443-0032 蒲郡市丸山町7-1

0533-68-4234 蒲郡市

172 近藤 耕次

医療法人耕和会 こんどうクリニック

443-0037 蒲郡市鹿島町深田22-1

0533-66-0007 蒲郡市

173 青木 孝夫

あおき小児科

446-0072 安城市住吉町荒曽根80-6

0566-97-5200 安城市

174 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

175 西尾 四郎

医療法人安祥会 松井整形外科

446-0021 安城市法連町8-11

0566-75-1177 安城市

176 野々川 信

医療法人 野々川内科

446-0034 安城市南町2-20

0566-75-2578 安城市

177 石川 忠雄

医療法人インフィニティー
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

178 三村 民江

三村医院

445-0851 西尾市住吉町3-12

0563-56-0221 西尾市

179 足立 定司

医療法人 ほうらいクリニック

441-1615 新城市大野字上野13-1

0536-32-1026 新城市

180 朽名 悟

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

181 永井 徹

永井医院

441-3415 田原市神戸町深田22

0531-22-0227 田原市
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