
令和元年5月現在

保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

1 愛北ハートクリニック 一宮市千秋町加納馬場清水７７

2 あさいクリニック 一宮市今伊勢町宮後宮代１１－１

3 あさの内科クリニック 一宮市奥町剱光寺７５－１

4 あらいファミリークリニック 一宮市南小渕大日１３５

5 いくた内科クリニック 一宮市奥町三出１０４－１

6 石黒クリニック 一宮市今伊勢町新神戸九反野６２

7 いしぐろ内科 一宮市本町４－１０－８

8 磯村医院 一宮市千秋町佐野五反田２１

9 いそむらファミリークリニック 一宮市丹羽字古屋敷７２－１

10 一宮市立木曽川市民病院 一宮市木曽川町黒田北野黒１６５

11 一宮市立市民病院 一宮市文京２－２－２２

12 一宮西病院 一宮市開明平１

13 いとう内科循環器科 一宮市小信中島南平口９４－１

14 稲垣医院 一宮市浅井町江森楼光寺１３

15 井上内科クリニック 一宮市開明東沼８５

16 今伊勢よしかわクリニック 一宮市今伊勢町本神戸立切東２９－１

17 今川内科 一宮市萩原町朝宮茶園３７

18 岩田循環器クリニック 一宮市住吉１－２３－８

19 うかいファミリークリニック 一宮市栄１－２－１０

20 宇野医院 一宮市三条エグロ７８－１

21 太田内科クリニック 一宮市北今定納７－１

22 おおにしブレストウィメンズクリニック 一宮市開明畑添１４－１

23 小野木外科 一宮市千秋町佐野工高前４６－１

24 開明クリニック 一宮市開明郷東３９

25 筧医院 一宮市小信中島北平口１５

26 加固内科クリニック 一宮市北園通６－６－６

27 かすがい内科 一宮市大和町南高井宮腰１

28 加藤クリニック 一宮市八幡４－７－２８

29 かとうファミリークリニック 一宮市今伊勢町本神戸和田東１８

30 金子産婦人科 一宮市千秋町佐野字六法寺３２

31 かまた整形外科 一宮市開明字東向野１８－１

32 かみやファミリークリニック 一宮市木曽川町門間沼奥１１６－１

33 きし整形外科 一宮市瀬部大馬場８１－１

34 岸内科 一宮市浅野古屋敷４９

35 きそがわ不破クリニック 一宮市木曽川町里小牧寺東１７２

36 きはしクリニック 一宮市大和町毛受東屋敷７３

37 木村医院 一宮市八幡１－６－６

38 木村クリニック 一宮市松降通７－２２

39 国井病院 一宮市木曽川町黒田三ノ通り３２－１

40 くまはら医院 一宮市上祖父江新田５－１

41 クリニックちあき 一宮市千秋町加納馬場松下１４－１

42 黒田皮フ科 一宮市朝日３－３－１６

43 孝友クリニック 一宮市北小渕道上５５－１

44 こざわクリニック 一宮市木曽川町黒田酉新田中ノ切２０－２

45 こしの内科 一宮市東五城大平裏３７

46 こだま内科クリニック 一宮市栄４－１－１

47 五藤医院 一宮市木曽川町里小牧野方１７０

48 ごとう内科クリニック 一宮市西萩原妙楽寺前１２９８－３

49 酒井内科 一宮市萩原町萩原替土４３

50 坂田内科 一宮市大赤見神明東８

51 桜井クリニック 一宮市大江１－６－１０

52 塩津内科 一宮市貴船１－１１－９  第２イトキンビル

53 しみず内科クリニック 一宮市本町４－２１－１４

54 しみずファミリークリニック 一宮市大和町馬引郷丑寅２１３６－２

55 腎泌尿器科河合クリニック 一宮市今伊勢町宮後郷東２３－５

56 杉田内科 一宮市佐千原二ツ塚２２

57 すぎやま内科クリニック 一宮市今伊勢町宮後郷東２３

58 鈴木クリニック 一宮市三条郷東藤３５－１

59 墨医院 一宮市木曽川町玉ノ井八尻１４５

60 泰玄会病院 一宮市東五城備前１－１

61 大雄会クリニック 一宮市大江１－３－２

62 たいようクリニック 一宮市開明新田沼１１

63 高御堂内科 一宮市今伊勢町本神戸東出９－１

64 瀧消化器内科クリニック 一宮市神山１－４－２
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保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

65 田中クリニック 一宮市本町４－１９－２４

66 田中内科クリニック 一宮市北今葭山１２－１

67 たに在宅クリニック 一宮市末広１－３－１８　ファンタジアビル２Ｆ

68 丹陽クリニック 一宮市伝法寺１０－１－２０

69 千秋病院 一宮市千秋町塩尻山王１

70 つだハートクリニック 一宮市大和町妙興寺徳法寺浦２９－２

71 富田医院 一宮市野口２－１６－８

72 とみつかクリニック 一宮市富塚寸畑４

73 ともだクリニック 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り７７－１

74 内科小児科耳鼻咽喉科田中医院 一宮市桜２－２－１

75 中島整形外科クリニック 一宮市冨田２６

76 西脇医院 一宮市浅野馬東３６

77 野口内科 一宮市三条郷南東３７－１

78 野村医院 一宮市大志１－９－２８

79 野村内科 一宮市多加木３－４－３

80 はしもと整形外科 一宮市開明絹屋田４１

81 橋本内科クリニック 一宮市萩原町河田方三味浦５５－１

82 はらだ内科クリニック 一宮市奥町南目草１４

83 伴医院 一宮市西島町３－５３

84 尾洲病院 一宮市浅井町小日比野新太３７

85 皮フ科内科よこたクリニック 一宮市木曽川町里小牧寺東１７４－２

86 ひまわりクリニック丹西 一宮市猿海道１－８－２３

87 兵藤こどもクリニック 一宮市冨田南新田１５－１２

88 平谷小児科 一宮市末広３－９－１

89 平野内科 一宮市緑２－１３－１

90 ひらまつ小児クリニック 一宮市大浜２－２－１８

91 藤クリニック 一宮市木曽川町黒田一ノ通り２５－１

92 ふじなみ整形外科 一宮市大和町苅安賀山王７２

93 真清田クリニック 一宮市真清田２－４－１９

94 松原クリニック 一宮市木曽川町里小牧東蒲原１５

95 松前内科医院 一宮市浅野居森野７５－１

96 丸井医院 一宮市本町３－１０－２５－２

97 みずの内科クリニック 一宮市西大海道宅美５１

98 みづほクリニック 一宮市浅井町尾関同者１３９

99 宮田クリニック 一宮市光明寺天王裏１０４

100 宮地内科医院 一宮市桜３－１－１１

101 むらせクリニック 一宮市森本３－１１－１

102 メドタウンたなかファミリークリニック 一宮市奥町宮前４４－１

103 森医院 一宮市起東茜屋８５

104 森瀬内科 一宮市牛野通１－２６

105 森中央クリニック 一宮市萩原町西宮重東光堂１８

106 山下病院 一宮市中町１－３－５

107 やまだクリニック 一宮市花池４－１６－２４

108 大和南クリニック 一宮市大和町於保上次２２

109 湯川クリニック 一宮市高田向畑２４

110 横井クリニック 一宮市起用水添４８－１

111 米本医院 一宮市末広３－８－１４

112 渡辺外科 一宮市平和３－４－１

113 稲垣医院 稲沢市井之口大宮町85

114 大久保眼科 稲沢市祖父江町桜方上切6-6

115 大島クリニック 稲沢市祖父江町三丸渕駅通102

116 伸医院 稲沢市西溝口町郷東54

117 胃腸科外科　たちクリニック 稲沢市大矢町三條田42-1

118 （医）芙蓉会　田中医院 稲沢市西町2丁目2-7

119 （医）谷医院 稲沢市井之口北畑町232

120 ハーモニーランドクリニック 稲沢市稲島5-2

121 平和医院 稲沢市平和町西光坊新町101

122 （医）秀晋会　宮崎外科 稲沢市西町3丁目224

123 （医）洲栄会　山村外科 稲沢市小池1丁目4-25

124 稲沢市民病院 稲沢市長束町沼100番地

125 愛知県厚生農業協同組合連合会　稲沢厚生病院 稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地
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保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

126 公立陶生病院 瀬戸市西追分町160番地

127 青山クリニック 瀬戸市效範町2－34

128 医療法人青山病院 瀬戸市南山町1丁目53番地

129 医療法人晴葉治会あおばクリニック 瀬戸市西山町1－19

130 医療法人宏和会あさいクリニック 瀬戸市東権現町3番地

131 浅野内科 瀬戸市上之山町3丁目45－2

132 医療法人社団順心会井上病院 瀬戸市川北町2丁目11番地

133 医療法人 清登会 打田内科クリニック 瀬戸市中水野町2-736

134 医療法人豊明会おいわけクリニック 瀬戸市西追分町113

135 おおたけニコニコクリニック 瀬戸市西寺山町20番地

136 医療法人社団オアシス会 大橋医院 瀬戸市北脇町149番地

137 おおわき内科クリニック 瀬戸市水南町163番地

138 おわり瀬戸ひびの内科クリニック 瀬戸市西本町2丁目8

139 加藤医院 瀬戸市品野町5丁目333番地

140 医療法人クリニックベル 瀬戸市北浦町3－16

141 医療法人嶺会髙阪内科 瀬戸市南仲之切町111番地

142 ごとう内科クリニック 瀬戸市八幡台1丁目1番地

143 坂田内科 瀬戸市西本町1丁目11番地

144 医療法人晋和会 佐々木外科 瀬戸市菱野台3－60

145 医療法人宏和会しなのクリニック 瀬戸市品野町6丁目117番地

146 医療法人創彩会せとぐち心療内科クリニック 瀬戸市福元町19－4　健康陽だまりビルディング2Ｆ

147 せとぐち内科 瀬戸市瀬戸口町144

148 たかはしクリニック 瀬戸市西十三塚町53－2

149 医療法人青和会中央病院 瀬戸市陶原町3丁目12番地

150 とりいクリニック 瀬戸市石田町45－1

151 医療法人中原クリニック 瀬戸市山手町327

152 医療法人クリニックナガエ 長江内科小児科医院 瀬戸市前田町11番地

153 野田内科小児科医院 瀬戸市菱野台2丁目29番地

154 ひがしの医院 瀬戸市赤重町11－1

155 藤本クリニック 瀬戸市窯神町4番地

156 ませき医院 瀬戸市刎田町31番地

157 医療法人どんぐり会三浦内科クリニック 瀬戸市みずの坂2丁目26番地

158 医療法人社団良和会みずの坂こどもクリニック 瀬戸市みずの坂5丁目33番地

159 医療法人宏生会水野病院 瀬戸市小田妻町1丁目190番地の2

160 医療法人やまうち内科 瀬戸市東横山町158の1

161 横山クリニック 瀬戸市東長根町35

162 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 尾張旭市平子町北61番地

163 医療法人優あさひ内科 尾張旭市北本地ヶ原町3の125

164 医療法人あらかわ医院 尾張旭市大久手町中松原39

165 飯田クリニック 尾張旭市東栄町2丁目8番地8

166 医療法人いながきクリニック 尾張旭市根の鼻町1丁目2番地の9　

167 犬飼クリニック 尾張旭市北原山町六田池2214番4

168 うりすクリニック 尾張旭市三郷町陶栄3

169 医療法人大岩医院 尾張旭市三郷町陶栄103番地

170 医療法人宝珠会尾張旭クリニック 尾張旭市東大道町原田2505－1

171 医療法人加藤内科クリニック 尾張旭市三郷町中井田163－2　　

172 かなもり小児科 尾張旭市旭前町5丁目7番地8　アネックスビル1階

173 医療法人秀健会河合クリニック 尾張旭市渋川町2－14－12

174 医療法人宏樹会くすのき内科 尾張旭市旭前町4－7－2

175 医療法人誠和会佐伯小児科医院 尾張旭市西大道町前田3794の2

176 庄南内科 尾張旭市庄南町4－112－1

177 城山クリニック 尾張旭市平子町長池上6399

178 しんたに医院 尾張旭市上の山町間口3033－5

179 せとかいどう花井クリニック 尾張旭市印場元町3－4－5

180 医療法人なかじまクリニック 尾張旭市北山町六反田21　　

181 はせがわ内科クリニック 尾張旭市大久手町一の曽113番地

182 畑中内科医院 尾張旭市大塚町1－14－10

183 医療法人山本会ひでき・ゆかりクリニック 尾張旭市南本地ヶ原町2丁目14番地

184 日比野外科 尾張旭市東栄町3丁目1番の5

185 星合クリニック 尾張旭市新居町木の本7

186 医療法人本地ヶ原クリニック 尾張旭市南栄町旭ヶ丘57－3
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保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

187 松尾医院 尾張旭市庄南町3丁目8番地の5

188 緑ヶ丘ファミリークリニック 尾張旭市緑町緑ヶ丘121番81

189 医療法人やすい医院 尾張旭市白鳳町1丁目120

190 わかお内科クリニック 尾張旭市渋川町1丁目18番地10

191 豊明団地診療所 豊明市二村台３－１－１

192 いこま内科クリニック 豊明市三崎町三崎11－１

193 徹來レディスクリニック 豊明市西川町広原５

194 植村循環器科・内科 豊明市西川町広原２１－１

195 医療法人　おおはらクリニック 豊明市栄町大根１－５９

196 医療法人美月会　前後整形外科内科クリニック 豊明市阿野町滑５５－１

197 三崎クリニック 豊明市三崎町中ノ坪２４－７

198 すぎうら内科クリニック 豊明市前後町善江１７３７－２ﾊﾟﾙﾈｽ2号館1階

199 すずき内科クリニック 豊明市三崎町高鴨５－９

200 大久伝内科 豊明市大久伝町南３－１３

201 永田内科 豊明市二村台２－２７－７

202 医療法人広寿会　中山内科 豊明市前後町大代１６０５－６８

203 医療法人　成田内科循環器科 豊明市沓掛町荒井１１－５

204 医療法人深良会　深谷胃腸科外科 豊明市大久伝町西５４－６

205 やまだクリニック 豊明市沓掛町荒畑２６－２７９

206 やまだ形成外科・内分泌内科クリニック 豊明市前後町大狭間１４４８－１１

207 医療法人静心会　桶狭間病院藤田こころケアセンター 豊明市栄町南舘３－８７９

208 かなざわ内科クリニック 豊明市間米町島川２１５６－１

209 医療法人豊水会　みずのクリニック 豊明市前後町仙人塚１７６７

210 いせき内科クリニック 日進市栄３－１３１１

211 医療法人財団愛泉会　愛知国際病院 日進市米野木町南山９８７－３１

212 アガペクリニック 日進市折戸町孫三ケ入６１

213 大口医院 日進市香久山５－１８０１ミオ香久山２F

214 医療法人大医会　日進おりど病院 日進市折戸町西田面１１０

215 しんあいクリニック 日進市岩崎町北高上４４－４

216 医療法人　金山クリニック 日進市藤塚３－５６５

217 医療法人　川井小児科クリニック 日進市栄２－１１２

218 きまたクリニック 日進市赤池南２－１１１

219 医療法人三和会　三本木クリニック 日進市三本木町細廻間２－１

220 米野木ファミリークリニック 日進市米野木町油田１５７

221 笹本内科医院 日進市梅森台３－１１５

222 佐藤クリニック 日進市米野木町丁田２０－１

223 杉上クリニック 日進市岩崎町芦廻間８７－１

224 医療法人　杉本クリニック 日進市赤池１－３００１　 第25ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾗｻﾞ3F

225 医療法人浩愛会　たつらクリニック 日進市竹の山５－１５０１

226 立松クリニック 日進市梅森町西田面１７－１

227 寺島レディスクリニック 日進市折戸町枯木１６６

228 ともまつレディスクリニック 日進市栄２－１２０２

229 中島内科クリニック 日進市北新町八幡西１２５７－４

230 医療法人聖生会　梅森クリニック 日進市梅森台５－７５

231 はやかわ子どもクリニック 日進市岩崎台４－１０１１

232 医療法人真会　日進胃腸科・外科 日進市栄３－１２０４

233 医療法人　ふくしまファミリー内科 日進市岩崎台１－１２３９

234 医療法人　みやがわクリニック 日進市赤池３－２１０４

235 竹の山クリニック 日進市竹の山２－２４１２

236 つねかわファミリークリニック 日進市野方町稲荷２－１

237 糖尿病・甲状腺いしやま内科クリニック 日進市浅田町西前田３０１

238 医療法人　平針北クリニック 日進市赤池町屋下３０６－２

239 はる内科クリニック 日進市藤塚７－４６

240 坂野内科 日進市岩崎町根裏９０－１８１

241 医療法人うかい医院 日進市東山4-621-2

242 赤池エンゼル皮ふ科 日進市赤池町箕ノ手１

243 はなまるキッズクリニック 日進市米野木台２－２４２４

244 くじらキッズクリニック 日進市浅田町森下１１６－１

245 医療法人守玄会　長久手内科胃腸科 長久手市岩作中島３２－２

246 医療法人橘会　東名病院 長久手市作田１－１１１０

247 ヒロ整形クリニック 長久手市山越１０１－１
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248 医療法人冨久会　佐光内科 長久手市作田２－１１０５

249 祖父江クリニック 長久手市原邸８１９

250 医療法人　朝日が丘整形外科 長久手市下山４８－１

251 医療法人真修会　永井内科クリニック 長久手市氏神前１１６

252 ファミリークリニック優 長久手市根嶽１４０３

253 医療法人たんぽぽ　たんぽぽクリニック 長久手市丁子田１５－１５５

254 医療法人　水野内科 長久手市岩作権田２２－２

255 医療法人智友会　名古屋東クリニック 長久手市塚田１３２０

256 宮地内科 長久手市杁ヶ池６１１

257 堂森グリーンロードクリニック 長久手市城屋敷１２１０

258 加藤整形外科 長久手市真行田３４

259 長久手こどもクリニック 長久手市喜婦嶽９１５

260 みかわクリニック 長久手市山越３０３

261 藤が丘北　佳クリニック 長久手市下山４６－４

262 ながくて北川こどもクリニック 長久手市氏神前２１２

263 ながくて西クリニック 長久手市上川原２２－４

264 こせんじょう通あんどうクリニック 長久手市仏が根１８２７

265 学校法人愛知淑徳学園　愛知淑徳大学クリニック 長久手市片平２－１７－１８

266 医療法人樹心会　わごうケ丘クリニック 愛知郡東郷町和合ケ丘１－５－６

267 東郷町国民健康保険東郷診療所 愛知郡東郷町諸輪北山１５８－９０

268 あいち肝胆膵ホスピタル 愛知郡東郷町春木白土１－２１７

269 医療法人白壁会　たなか内科 愛知郡東郷町春木新池３７

270 医療法人　バク諸輪診療所 愛知郡東郷町諸輪前田４７

271 白鳥藤田クリニック 愛知郡東郷町和合北蚊谷１６６

272 医療法人名翔会　和合セントラルクリニック 愛知郡東郷町春木白土１－１８８４

273 本多医院 愛知郡東郷町北山台１－３－９

274 松浦医院 愛知郡東郷町兵庫４－３－８

275 医療法人　まつもとクリニック 愛知郡東郷町春木音貝９７

276 医療法人　馬渕クリニック 愛知郡東郷町白鳥４－２－７

277 やまクリニック 愛知郡東郷町和合ケ丘３－１－１０　すまいるプラザ和合ケ丘2F

278 藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１番地９８

279 青木内科クリニック 春日井市如意申町7-12-10

280 明子ウェルネスクリニック 春日井市八光町3-35

281 一般財団法人春日会 足立病院 春日井市若草通1-1

282 アベクリニック 春日井市篠木町6-2-4

283 アルファクリニック 春日井市朝宮町1-1-1 

284 飯田医院 春日井市田楽町1654

285 医療法人 家田内科 春日井市大手町3-1-15

286 医療法人 石川内科クリニック 春日井市南下原町4-9-4

287 医療法人 石黒内科クリニック 春日井市朝宮町1-11-1

288 伊東外科整形外科医院 春日井市出川町2-29-8

289 医療法人 いとう内科クリニック 春日井市岩野町2-6-1

290 井上医院 春日井市牛山町296-21

291 いわい皮フ科クリニック 春日井市西本町1-8-3

292 大手外科クリニック 春日井市大手町2-70

293 岡島内科 春日井市小野町6-29

294 かしわばらクリニック 春日井市柏原町3-265

295 医療法人大林会 春日井市前並町字東屋敷103

296 医療法人陽和会 春日井リハビリテーション病院 春日井市神屋町706

297 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 春日井市神屋町706

298 医療法人　勝川医院 春日井市若草通1-12

299 医療法人ＫＦＣＧ 勝川ファミリークリニック 春日井市松新町1-3番　ﾙﾈｯｻﾝｽｼﾃｨ勝川一番街4階

300 医療法人裕心会 かちがわ山内クリニック 春日井市松新町1-3番　ﾙﾈｯｻﾝｽｼﾃｨ勝川一番街4階

301 医療法人愛洋会 加藤クリニック 春日井市下屋敷町字下屋敷1-2

302 かめざわクリニック 春日井市東野町10-12-2

303 医療法人雄志会  川瀬医院 春日井市若草通2-32

304 きたしろ整形外科 春日井市北城町4-1521-1

305 きむらハートクリニック 春日井市坂下町1-1561

306 くまい医院 春日井市妙慶町148-1

307 Kファミリークリニック 春日井市知多町3-8

308 小池医院 春日井市鳥居松町8-19-1

309 医療法人双辰会 小寺医院 春日井市八光町3-25
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310 こばやしクリニック 春日井市中野町2-14-9

311 小松原内科 春日井市坂下町5-1215-742

312 医療法人　小山クリニック 春日井市石尾台2-4-12

313 医療法人　さかきばらクリニック 春日井市如意申町1-10-13

314 さくら小児科・アレルギー科 春日井市六軒屋町1-10-1

315 産婦人科かたのクリニック 春日井市出川町5-8-6

316 神領ファミリークリニック 春日井市堀ノ内町4-4-3

317 須賀医院 春日井市神領町2-12-12

318 鈴木医院 春日井市大手町1050

319 すずらんクリニック 春日井市熊野町1519

320 そぶえ内科クリニック 春日井市穴橋町2-12-13

321 医療法人宏生会 高森台病院 春日井市高森台4-4-50

322 高山さとう内科 春日井市高山町2-9-7

323 滝川医院 春日井市柏井町2-45-1

324 医療法人樹心会 たけだクリニック整形外科・内科 春日井市小野町5-89-6

325 竹村整形外科クリニック 春日井市味美白山町1-4-17

326 田島クリニック 春日井市石尾台5-8-8

327 医療法人恵洲会 春日井市鳥居松町4-21-1

328 田中医院 春日井市中央台5-5-11

329 だんばら内科クリニック 春日井市牛山町1245-3

330 出川もりクリニック 春日井市出川町5-25-6

331 寺西心臓血管クリニック 春日井市南下原町4-8-4

332 医療法人社団喜峰会　東海記念病院 春日井市廻間町字大洞681－47

333 同仁医院 春日井市勝川町5-105

334 医療法人同仁会 鳥居クリニック 春日井市鳥居松町2-307

335 医療法人寿和会　鳥山内科クリニック 春日井市白山町3-7-6

336 医療法人 内科眼科ゆたかクリニック 春日井市味美町3-69

337 医療法人徳洲会　名古屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北2-52

338 成宮医院 春日井市八光町4-84-3

339 医療法人修医会 のじり内科クリニック 春日井市東神明町443

340 医療法人芍薬会 灰本クリニック 春日井市弥生町1-80

341 服部クリニック 春日井市松本町1-3-7

342 医療法人ふたば はやかわクリニック 春日井市下市場町6-7-3

343 医療法人和恵会　はやかわ・すずきクリニック 春日井市柏原町3-185

344 医療法人吉栄会　林医院 春日井市春見町52-1

345 林内科医院 春日井市神領町2-30-4

346 医療法人ＨＡＲＵＭＩ 春見あおいクリニック 春日井市春見町56-5

347 医療法人　深見医院 春日井市高蔵寺町北2-18

348 福井産婦人科医院 春日井市藤山台2-1-12

349 藤山台診療所 春日井市藤山台3－1－5

350 医療法人優誠会 堀田おとなこどもクリニック 春日井市岩成台5-2-11

351 みのりクリニック　小児科・アレルギー科 春日井市八光町4-44-2

352 医療法人愛護恵栄会 めぐみクリニック 春日井市神領町2-20-1

353 森内科クリニック 春日井市勝川町8-13　勝川駅南口ビル1F

354 医療法人医峰会 山際クリニック 春日井市小野町2-72

355 やまだ内科クリニック 春日井市西高山町1-7-17

356 横井内科クリニック 春日井市勝川町西2-5

357 吉田クリニック 春日井市梅ヶ坪町71-3

358 吉田小児科 春日井市不二が丘1-102

359 よしだ内科クリニック 春日井市柏井町1-83　勝川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

360 医療法人勝川医院　 六軒屋クリニック 春日井市六軒屋町西3-13-20

361 医療法人 わかばこどもクリニック 春日井市割塚町58 ドエルマルモ1F

362 医療法人俊友会　渡辺整形外科 春日井市廻間町681-159

363 医療法人道雄会　和田クリニック 春日井市東神明町1-5-3

364 浅野外科内科 小牧市小牧原一丁目405番地

365 新井内科クリニック 小牧市光ヶ丘1-31-2

366 医療法人梅田アンドアソシエイツ　岩崎スマイルクリニック 小牧市岩崎一丁目93番地

367 糖尿病・甲状腺　上西内科 小牧市常普請2丁目83

368 医療法人柳雪会　江崎外科内科 小牧市曙町70番地

369 蛯原医院 小牧市中央1丁目159

370 エンゼルレディースクリニック 小牧市中央二丁目22番地
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371 おおやま内科クリニック 小牧市大字北外山 1521-1

372 医療法人勲昇会　落合医院 小牧市大字上末414番地

373 加藤内科こどもクリニック 小牧市篠岡1丁目46-2

374 かとう皮フ科クリニック 小牧市中央3丁目261-2

375 かなずみクリニック 小牧市大字久保一色1192番地2

376 医療法人　喜光会　北里クリニック 小牧市小木西3丁目53番地

377 医療法人啓生会　小木南クリニック 小牧市小木南二丁目29番地

378 医療法人みやび会　後藤小児科 小牧市城山3-3 ｻﾝｺｰﾄ1F

379 医療法人みやび会　後藤内科クリニック 小牧市中央5-75 

380 小林外科内科 小牧市大字岩崎281-10

381 医療法人啓生会　小牧クリニック 小牧市大字北外山字桜井807番の5

382 小牧第一病院 小牧市中央5丁目39番地

383 坂本ファミリークリニック 小牧市中央2丁目69

384 医療法人胡蝶会　サンエイクリニック 小牧市小牧三丁目560番地

385 しのおか内科クリニック 小牧市大字池之内1番地

386 清水クリニック 小牧市高根1丁目271-2

387 医療法人　圭秋会　志水こどもクリニック 小牧市小牧3丁目152

388 しんばらこどもクリニック 小牧市大字小牧原新田字南原1828-1

389 医療法人心正会　鈴木小児科 小牧市中央1丁目308番地

390 すどうストレスケアクリニック 小牧市中央一丁目349番地

391 関本内科医院 小牧市高根2丁目325

392 たかの内科クリニック 小牧市小牧原2丁目47番地

393 医療法人双寿会  塚原外科・内科 小牧市中央2丁目185番地

394 DOI CLINIC 小牧市藤島町鏡池72番地

395 桃花台スマイルクリニック 小牧市城山1丁目5番68

396 富野内科 小牧市春日寺2丁目205

397 医療法人　友松内科耳鼻咽喉科 小牧市久保新町12番地

398 林内科クリニック 小牧市大字久保一色237-3

399 ピアーレクリニック 小牧市古雅1丁目1 ﾋﾟｱｰﾚ3階

400 医療法人豊広会　ひらおクリニック 小牧市応時1丁目198番地

401 平松内科呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック 小牧市小牧一丁目565-3

402 舟橋外科クリニック 小牧市外堀二丁目229番地

403 前川クリニック 小牧市上末字東山3592-1

404 松浦医院 小牧市池之内1130番地

405 医療法人友愛会  ミナミ産婦人科 小牧市田県町47番地

406 三輪内科 小牧市大字北外山2468-1

407 医療法人鶴齢会　みわレディースクリニック 小牧市小牧2丁目582番地

408 もとまちクリニック 小牧市元町1丁目40

409 医療法人信楽会　森クリニック 小牧市大字間々原新田今池51番地

410 吉田医院 小牧市中央1丁目223

411 わたなべクリニック 小牧市郷中一丁目123番地

412 あいちせぼね病院 犬山市大字五郎丸字上池31-1

413 安藤医院 犬山市犬山東古券722-2

414 安藤クリニック 犬山市塔野地東前田30-1

415 いたつ内科クリニック 犬山市裏之門50

416 医療法人いつき会樹クリニック 犬山市上坂町5-232

417 犬山駅西病院 犬山市大字犬山字高見町11

418 医療法人岡部医院 犬山市犬山藪下21－3

419 カワムラ整形外科 犬山市薬師前3-4 　　

420 医療法人木村内科 犬山市羽黒神明6

421 黒川すこやかクリニック 犬山市犬山西古券99

422 くわばらクリニック 犬山市塔野地北4-14-1

423 医療法人こばやし耳鼻咽喉科 犬山市松本町2-31

424  医療法人永仁会さとう病院 犬山市大字羽黒字下大日8－3

425 城南クリニック 犬山市犬山南古券176-1

426 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院 犬山市大字五郎丸字二夕子塚6

427 たくや整形外科 犬山市楽田小針14-1

428 竹内整形外科クリニック 犬山市犬山専正寺町11-2

429 マザークリニックハピネス 犬山市塔野地西1-4-6

430 松村クリニック 犬山市上坂町4-133

431 みどり診療所 犬山市長者町1-21

春日井 0568-34-
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432 宮崎整形外科外科内科 犬山市羽黒新田下蝉屋7-1

433 医療法人宮田医院 犬山市羽黒川西2

434 村上医院 犬山市犬山東古券644

435 村上内科 犬山市丸山天白町196

436 吉田内科クリニック 犬山市松本町1-140

437 医療法人池田医院 江南市古知野町桃源32

438 岩田内科クリニック 江南市小郷町伍大力25 

439 上田整形外科 江南市宮後町船渡115

440 おおわきレディスクリニック 江南市南山町中225-2

441 医療法人尾関内科 江南市村久野町平河61

442 小原外科 江南市村久野町門弟山220

443 こうなんクリニック 江南市古知野町小金91

444 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 江南市高屋町大松原137

445 こじま医院 江南市宮田町藤ノ森30

446 近藤療院 江南市勝佐町西町153

447 佐藤病院 江南市上奈良町緑48

448 さはし内科 江南市赤童子町南山138

449 すばるクリニック 江南市北山町西219-1

450 たかクリニック 江南市村久野町九郷179

451 たかだクリニック 江南市前飛保町寺町214

452 ないとうクリニック 江南市高屋町大門263

453 なかむら・ファミリークリニック 江南市上奈良町錦54-1

454 丹羽内科 江南市古知野町朝日247

455 のぎもり皮フ科 江南市高屋町遠場31-1

456 日比野外科 江南市古知野町本郷99　

457 ひまわりクリニック 江南市曽本町幼川添373

458 廣間医院 江南市布袋町中200

459 ふくもとクリニック 江南市木賀町新開147

460 藤塚医院 江南市上奈良町旭53

461 藤原医院   江南市高屋町御日塚187

462 平成クリニック 江南市尾崎町上田95

463 ほしのクリニック 江南市村久野町宮出63-1

464 ほその外科小児科 江南市飛高町宮町118

465 ほてい整形外科クリニック 江南市小折東町旭76

466 松川マタニティクリニック 江南市村久野町中郷208

467 真野医院 江南市北野町川石23

468 水谷内科 江南市上奈良町栄110

469 三ッ口医院 江南市古知野町瑞穂34

470 宮垣内科 江南市前飛保町緑ヶ丘231

471 やまだ産婦人科 江南市高屋町八幡116

472 ｙｏｕクリニック 江南市五明町大膳７

473 ゆたかハートクリニック 江南市高屋町八幡19

474 若山産婦人科医院 江南市古知野町高瀬41

475 渡部内科医院 江南市後飛保町両家171

476 岩倉東クリニック 岩倉市中本町葭原4

477 岩倉病院 岩倉市川井町北海戸1

478 おしたにクリニック 岩倉市稲荷町高畑8

479 かみのクリニック 岩倉市神野町平久田70

480 医療法人丹羽外科内科 岩倉市新柳町1-41

481 のざき内科･循環器科クリニック 岩倉市栄町1-5

482 ませきクリニック 岩倉市下本町下市場135

483 名草クリニック 岩倉市鈴井町下新田145

484 ようてい中央クリニック 岩倉市曽野町郷前17

485 今井医院 丹羽郡大口町中小口1-19

486 さくら総合病院 丹羽郡大口町新宮1－129

487 さのクリニック 丹羽郡大口町奈良子1-269

488 すずいクリニック 丹羽郡大口町余野3-421

489 つくしファミリークリニック 丹羽郡大口町余野5-292

490 みどりクリニック 丹羽郡大口町丸2-71

491 やまだクリニック 丹羽郡大口町秋田1-376

492 医療法人山田外科内科 丹羽郡大口町竹田2-38

江南 0587-55-
1699

犬山市
江南市
岩倉市
丹羽郡
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493 伊藤整形･内科あいち腰痛オペクリニック 丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東41

494 江口医院 丹羽郡扶桑町高雄天道414

495 大川外科胃腸科クリニック 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2

496 かつし家庭医療医院 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前8

497 神尾外科 丹羽郡扶桑町柏森寺裏47

498 かめいクリニック 丹羽郡扶桑町柏森長畑460

499 やすだ内科クリニック 丹羽郡扶桑町大字高雄字定光寺130-1

500 柳瀬医院 丹羽郡扶桑町高雄下山414

501 山田ファミリークリニック 丹羽郡扶桑町柏森郷西195

502 石原医院 清須市西枇杷島町辰新田７１－１

503 遠藤外科整形外科 清須市西枇杷島町古城2-4-5

504 尾関医院 清須市西枇杷島町橋詰７２－１

505 きよすクリニック 清須市東外町４９－１

506 このはなファミリークリニック 清須市清洲一丁目4-6

507 すずきホームクリニック 清須市新清洲２丁目８－２１

508 はなさきクリニック 清須市西枇杷島町古城１－９－４

509 はるひ呼吸器病院 清須市春日流８番地１

510 まえの内科クリニック 清須市西田中白山２３

511 はあと在宅クリニック 清須市西田中白山５番地

512 水田医院 清須市一場屋舗１４１９

513 溝口クリニック 清須市春日三番割２５５

514 三輪医院 清須市須ヶ口１９

515 ゆうあいリハビリクリニック 清須市一場518

516 ゆたかクリニック 清須市春日新堀５２

517 きとう医院 清須市寺野美鈴７５

518 須ケ口クリニック 清須市須ケ口２３３２番地

519 医）山田医院 清須市西枇杷島町北二ツ杁13

520 新居クリニック 北名古屋市井瀬木鴨７２

521 安藤クリニック 北名古屋市西之保才戸２６

522 いぶき野クリニック 北名古屋市熊之庄宮地１０

523 かんやまクリニック 北名古屋市鹿田栄１０９－１

524 済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前１１１

525 さはし内科クリニック 北名古屋市法成寺西出６－１

526 師勝クリニック 北名古屋市熊之庄八幡１１７－１

527 末沢医院 北名古屋市沖村蔵前３

528 田中クリニック 北名古屋市高田寺出口２５－１

529 徳重クリニック 北名古屋市鹿田神明附２６

530 なるみやクリニック 北名古屋市鹿田栄１７１－１

531 にしのほう伊藤内科クリニック 北名古屋市西之保中社２１－２

532 丹羽クリニック 北名古屋市鹿田花の木１４０－１

533 ハルクリニック 北名古屋市徳重米野３７－１

534 安田クリニック 北名古屋市九之坪竹田１８８

535 山田クリニック 北名古屋市熊之庄屋形３３７７－２

536 湯浅医院 北名古屋市九之坪北町３２

537 ようてい健康増進クリニック 北名古屋市西之保三町地３－１

538 ようていファミリークリニック 北名古屋市熊之庄宮地９７

539 医）光寿会リハビリテーション病院 北名古屋市九之坪高田85

540 藤の花レディースクリニック 北名古屋市鍜治ケ一色東１丁目３番

541 きむら泌尿器腎臓内科クリニック 北名古屋市久地野北浦98-1

542 N.キッズレディースクリニック 西春日井郡豊山町大字豊場字高前８０

543 わかばファミリークリニック 西春日井郡豊山町大字豊場字高前１８３－１

544 医療法人あいち健康クリニック 津島市藤里町2-5

545 医療法人宏徳会　安藤病院 津島市唐臼町半池72-1

546 医療法人一明会　井田医院 津島市西柳原町1-69-1

547 岡田クリニック 津島市大字津島字北新開３２９

548 医療法人玲聖会　奥村クリニック 津島市申塚町1-122

549 医療法人参育会　加藤医院 津島市宇治町小切120-1

550 医療法人佳信会　クリニックつしま 津島市百島町黒佛２

551 くろかわ内科クリニック 津島市神守町字五反田44

552 つしまセントラルクリニック 津島市今市場町2-41-2

553 篠田内科 津島市藤浪町5-71

江南 0587-55-
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554 すぎのクリニック 津島市元寺町2-4-1

555 医療法人杉山クリニック 津島市中地町4-57-6

556 神守診療所 津島市神守町中町31-1

557 医療法人ジュンクリニック 津島市橋詰町3-51

558 たやす腎クリニック 津島市愛宕町4-52-1

559 医療法人坪内医院 津島市江東町1-56-1

560 松永医院 津島市南門前町2-58

561 はせ川外科 津島市神守町古道34

562 医療法人　平井クリニック 津島市高台寺町茶木原59

563 内科．消化器内科．小児科　平野医院 津島市西愛宕町2-176

564 医療法人行健会　彦坂外科 津島市東愛宕町3-93-1

565 医療法人三善会　津島中央病院 津島市葉苅町綿掛63

566 医療法人ワシノ医院 津島市又吉町2-27

567 医療法人明医会　稲川耳鼻咽喉科クリニック 津島市東柳原町1-48

568 ひだかファミリークリニック 津島市東柳原町4-19-1

569 愛西市国民健康保険八開診療所 愛西市江西町宮西４３

570 医療法人佳信会　あすかクリニック愛西 愛西市山路町西新田２０

571 医療法人井口内科クリニック 愛西市北一色町昭和２６３－１

572 大鹿医院分院 愛西市町方町南堤外１－５３

573 医療法人彰和会　おづクリニック 愛西市小津町観音堂３

574 医療法人永好会　加賀医院 愛西市大井町七川北３３

575 医療法人仁心会　加藤クリニック 愛西市草平町草場１１５－２

576 後藤クリニック 愛西市南河田町高台２－１

577 産婦人科佐屋クリニック 愛西市佐屋町宅地２０７

578 医療法人谷本医院 愛西市戸倉町中屋敷6番地

579 角鹿医院 愛西市須依町庄屋敷７６－１

580 とみたハートクリニック 愛西市東保町権右４４

581 羽賀糖尿病内科 愛西市西保町堤外新田３５１４－１

582 医療法人服部内科診療所 愛西市千引町郷前２６

583 医療法人　前田ホームクリニック 愛西市町方町大山田１０５

584 山田内科医院 愛西市勝幡町出崎1238

585 医療法人登久会　山田ファミリークリニック 愛西市日置町山の池79番地

586 医療法人康成会　山本ウィメンズクリニック 愛西市大野町茶木58番地

587 渡辺クリニック 愛西市佐屋町堤西107番地

588 小笠原クリニック 弥富市鍋平２丁目６

589 医療法人　小林医院 弥富市西中地町中島９０－１

590 医療法人佳信会　桜セントラルクリニック 弥富市平島中三丁目33

591 医療法人本庄会　笹医院 弥富市前ヶ須町午新田６６９－３

592 篠田医院 弥富市鯏浦町南前新田７０－１

593 杉本クリニック 弥富市稲吉２丁目１０－２

594 医療法人すずきこどもクリニック 弥富市六條町中切８８－２

595 高村メディカルクリニック 弥富市鍋平3丁目60

596 なかむらクリニック 弥富市海老江１－２６

597 医療法人御幸会　野村胃腸科 弥富市子宝二丁目１０５－４

598 医療法人服和会　服部整形外科皮フ科 弥富市佐古木３丁目２９２－１

599 医療法人ハート内科クリニック 弥富市平島中２－２４

600 日比クリニック 弥富市平島町喜右味名２４－１

601 医療法人浅井外科 あま市七宝町沖之島九之坪４４

602 安藤クリニック あま市中萱津道場９８

603 伊東医院 あま市二ツ寺屋敷171

604 伊藤医院 あま市甚目寺五位田１６７

605 医療法人純篤会　岩間クリニック あま市花正柳坪32番地2

606 栄生堂医院 あま市七宝町秋竹三角５７２

607 駅前ふじたクリニック あま市甚目寺五位田103　KAFOビル１階

608 医療法人りぼん会　小野クリニック あま市小路３－９－６

609 加藤医院 あま市七宝町川部折戸１１

610 後藤医院 あま市七宝町伊福河原１４０

611 小林クリニック あま市上萱津深見５

612 近藤内科クリニック あま市七宝町沖之島高畑１０５番地

613 近藤療院　六町クリニック あま市二ツ寺六町３

614 医療法人しげやす内科クリニック あま市篠田稲荷46
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615 杉村医院 あま市本郷花ノ木３９

616 角田内科医院 あま市七宝町遠島鳥居先１８３－８８

617 医療法人眞永会たかぎクリニック あま市二ツ寺六町７４－１

618 富田レディースクリニック あま市中萱津南ノ川66

619 原クリニック あま市森四丁目２－２

620 医療法人あまハピネス　フジノ内科 あま市木田飛江ノ見７０－１

621 マスブン医院 あま市甚目寺松山80

622 医療法人宮地会　宮地クリニック あま市篠田小塚４８

623 医療法人村上医院 あま市七宝町徳実郷５３－２

624 望月内科 あま市丹波深田48

625 医療法人もりや整形外科 あま市新居屋辻畑４９

626 山岸内科クリニック あま市蜂須賀下五反地533

627 医療法人研和会　吉岡クリニック あま市七宝町鷹居７－４９

628 あま市民病院 あま市甚目寺畦田１番地

629 医療法人藤枝会　安藤医院 海部郡大治町花常中切１３１５－６

630 医療法人こうのう内科 海部郡大治町長牧浦畑５－１

631 中川医院 海部郡大治町堀之内苗代455-1

632 医療法人メディフォー　中原クリニック 海部郡大治町三本木屋形185番地

633 はら医院 海部郡大治町花常福島３４－１

634 医療法人葉倫会　みきクリニック 海部郡大治町三本木屋形１０６

635 みずのホームクリニック 海部郡大治町西条土井ノ池３１－４

636 医療法人飯田ファミリークリニック 海部郡蟹江町富吉3-260

637 上田医院 海部郡蟹江町城二丁目２２６

638 医療法人尾張温泉かにえ病院 海部郡蟹江町西之森長瀬下６５－１４

639 回生堂クリニック 海部郡蟹江町蟹江新町中之割１４８－１

640 かとうクリニック 海部郡蟹江町今本町通２２

641 みなと医療生活協同組合　かにえ診療所 海部郡蟹江町今下六反田１１

642 医療法人久保田内科クリニック 海部郡蟹江町富吉三丁目２３０番地

643 すぎうらクリニック 海部郡蟹江町本町１１－３０

644 循環器科・内科すずきクリニック 海部郡蟹江町学戸四丁目２０１

645 成山ひだまりクリニック 海部郡蟹江町学戸一丁目３９

646 船入病院 海部郡蟹江町宝１－５９６

647 医療法人ふなとクリニック 海部郡蟹江町城三丁目４８２番地

648 前田内科 海部郡蟹江町富吉四丁目100番地

649 増田医院 海部郡蟹江町城二丁目４９６番地

650 医療法人 Yamada Medical Associates やまだクリニック 海部郡蟹江町須成西市之坪1616-1

651 医療法人フューチャー　山本医院 海部郡蟹江町城四丁目４２３番地

652 医療法人良斉会　加藤胃腸科内科とびしまこどもクリニック 海部郡飛島村服岡４－８

653 （医）青山外科 半田市青山2-21-10

654 あべクリニック 半田市南大矢知町2-41-1

655 安野内科 半田市広小路町153-10

656 石川医院 半田市乙川町30

657 （医）今泉内科 半田市瑞穂町8-13-4

658 おっかわこどもとアレルギーのクリニック 半田市大伝根町1-5-18

659 乙川さとうクリニック 半田市飯森町58-4

660 小野整形外科 半田市出口町1-96

661 くぼた小児科 半田市天神町50-2

662 クリニック・パパ 半田市山代町2-102-2

663 小出クリニック 半田市亀崎常磐町3-107

664 新海胃腸科 半田市岩滑中町4-128

665 杉田医院 半田市有楽町4-154-4

666 せいしろ循環器内科クリニック 半田市清城町2-6-18

667 高川クリニック 半田市更生町1-125-5

668 高須内科 半田市一本木町1-15

669 （医）高橋医院 半田市平地町3-77-2

670 竹本クリニック 半田市花園町3-3-23

671 （医）知多クリニック 半田市本町7-20

672 茶谷内科皮フ科 半田市清城町1-6-10

673 辻クリニック 半田市栄町3-143

674 中町クリニック 半田市中町4-19-1

675 花井クリニック 半田市新宮町3-212-2

半田 0569-24-
4699

半田市
知多郡

津島 0567-24-
6999

津島市
愛西市
弥富市
あま市
海部郡



保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

676 浜　医院 半田市北二ツ坂町1-6-40

677 林医科歯科医院 半田市中町2丁目37番地

678 （医）春田内科 半田市青山7-12-20

679 半田中央病院 半田市有脇町13-101

680 平岡医院 半田市有楽町7-37-2

681 間瀬医院 半田市吉田町5-58

682 みずのファミリークリニック 半田市宮本町6-216-6

683 もみやま医院 半田市岩滑中町3-232

684 森クリニック 半田市広小路町154-14

685 結生クリニック 半田市彦洲町4-165-1

686 前田クリニック 知多郡東浦町藤江字山敷139-5

687 ゆりクリニック 知多郡東浦町森岡字前田16-1

688 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 知多郡美浜町大字河和字西谷８１－６

689 渡辺病院 知多郡美浜町大字野間字上川田４５－２

690 （医）石川医院 知多郡武豊町大字冨貴字外面８４－６

691 石川病院 知多郡武豊町字ヒジリ田２３

692 （医）赫和会　杉石病院 知多郡武豊町字向陽１－１１７

693 医療法人健鷹会　鷹津内科・小児科 常滑市虹の丘７－１０

694 医療法人健幸会　伊藤クリニック 常滑市市場町１－４５

695 常滑市民病院 常滑市飛香台３－３－３

696 国立研究開発法人　国立長寿医療研究センタ－ 大府市森岡町７－４３０

697 まつしまクリニック 東海市横須賀町四ノ割１１

698 クリスタルファミリ－クリニック 東海市加木屋町真崎７９－１

699 こいで内科医院 東海市加木屋町倉池１６７－２

700 あさくらクリニック 東海市加木屋町大堀１８－１

701 かとう内科こどもクリニック 東海市加木屋町辻ヶ花１７３

702 内科外科日比野クリニック 東海市加木屋町樋４９－１

703 池田医院 東海市加木屋町木之下２

704 内科・消化器科早川医院 東海市荒尾町外山７２

705 なかむら耳鼻科クリニック 東海市荒尾町後山２８

706 じんのクリニック 東海市荒尾町寿鎌９８

707 吉田医院 東海市高横須賀町西屋敷２－１

708 久野医院 東海市大田町下浜田９６

709 みわホ－ムクリニック 東海市大田町蟹田１２６

710 石橋クリニック 東海市大田町替地４－１

711 公立西知多総合病院 東海市中ノ池３－１－１

712 中央クリニック 東海市東海町５－３

713 富貴ノ台ファミリ－クリニック 東海市富貴ノ台３－４１

714 如来山内科外科クリニック 東海市富貴ノ台２－１６５

715 まちい内科クリニック 東海市富木島町山中１４８

716 KaKo MEDICAL life CLINIC 東海市富木島町前田面４４－３

717 南医療生活協同組合　富木島診療所 東海市富木島町伏見２－２５－２

718 大橋内科 東海市名和町ニ反表５０－２

719 森川医院 東海市名和町背戸田５６

720 村田メディカルクリニック 東海市名和町八幡前１２－５

721 いそがいクリニック 東海市名和町八幡前６０－１

722 こじま内科 東海市名和町蓮池１５

723 のばたクリニック 東海市養父町３－４

724 小嶋病院 東海市大田町後田９７

725 加南クリニック 東海市加木屋町南鹿持４６

726 医療法人清風会　岡村産科婦人科 碧南市沢渡町２９

727 長田医院 碧南市源氏町４丁目36番地

728 医療法人十喜会　加藤病院 碧南市松本町１５８

729 上平医院 碧南市野田町５２

730 医療法人愛生館　小林記念病院 碧南市新川町３－８８

731 医療法人　小林クリニック 碧南市立山町１－１０

732 医療法人衛寿会　さかべ医院 碧南市志貴町２－８６

733 医療法人　作塚杉浦クリニック 碧南市作塚町３－１０

734 医療法人松和会　新川中央病院 碧南市松江町６－８３

735 杉浦医院 碧南市音羽町２－６

736 杉浦こどもクリニック 碧南市塩浜町２丁目２２番地

知多 0562-32-
1699

常滑市
東海市
大府市
知多市

衣浦
東部

0566-22-
1699

碧南市
刈谷市
安城市
知立市
高浜市

みよし市

半田 0569-24-
4699

半田市
知多郡



保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

737 医療法人鈴嘉会　SDC鈴木糖尿病内科 碧南市東山町3丁目72番地

738 医療法人杉田会　にしばたクリニック 碧南市札木町2丁目74番地

739 原田医院 碧南市湖西町１－５０

740 平岩医院 碧南市中山町６－５５

741 医療法人　堀尾医院 碧南市新川町５丁目１０８

742 医療法人みどりの森　みどりの森クリニック 碧南市向陽町１－４１

743 医療法人みどり　もぎ内科クリニック 碧南市中山町１－２５

744 医療法人従天会　山中従天医館 碧南市東浦町２丁目８５番地

745 碧南市民病院 碧南市平和町3丁目6番地

746 わしづかクリニック 碧南市旭町４－３２－１

747 小町こどもクリニック 碧南市三宅町１－８０

748 あらかわ内科クリニック 刈谷市中手町2-419

749 青山クリニック 刈谷市東刈谷町3-17-12

750 飯海同仁医院 刈谷市小山町1-714

751 石川内科 刈谷市小垣江町上広11-1

752 一里山・今井病院 刈谷市一里山町中本山88

753 稲垣外科 刈谷市日高町2-113

754 内科循環器科大杉医院 刈谷市一ツ木町1-10-7

755 大西内科クリニック 刈谷市今岡町日向90-2

756 小垣江にしおクリニック 刈谷市小垣江町石ノ戸33

757 かりや駅やまかわ内科 刈谷市南桜町1-58

758 刈谷記念病院 刈谷市小垣江町牛狭間112

759 刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町5-15

760 刈谷なりたクリニック 刈谷市松栄町2-6-3

761 斎藤胃腸科 刈谷市高倉町3-702

762 酒井内科医院 刈谷市丸田町5-4-4

763 榊原医院 刈谷市寺横町5-78

764 さくら中央クリニック 刈谷市神明町3-205

765 ジュンレディースクリニック刈谷 刈谷市末広町3-6-1

766 すがぬま耳鼻咽喉科 刈谷市野田町馬池1-1

767 杉浦医院 刈谷市東境町児山98-1

768 鈴木医院 刈谷市泉田町畑中一色45

769 たかくら小児クリニック 刈谷市高倉町4-101

770 竹中耳鼻咽喉科医院 刈谷市広小路5-10

771 田中ハートクリニック 刈谷市御幸町6-104

772 辻内科循環器科クリニック 刈谷市松栄町3-1-1

773 冨安医院 刈谷市若松町4-17

774 中野医院 刈谷市泉田町神戸8-1

775 野村内科 刈谷市半城土中町3-10-5

776 内科糖尿病内分泌 はせがわ内科クリニック 刈谷市一ツ木町鵜島1-19

777 東刈谷八木医院 刈谷市南沖野町1-12-2

778 広瀬クリニック 刈谷市若松町6-37

779 ひろせ内科 刈谷市西境町兵九前62

780 碧海中央クリニック 刈谷市野田町新上納300-1

781 みやち内科 刈谷市住吉町2-10-5

782 アイエムクリニック・安城 安城市篠目町１－１１－１６

783 あおき小児科 安城市住吉町荒曽根８０－６

784 （医）成信会 安城新田クリニック 安城市新田町縦町３１番地

785 飯塚クリニック 安城市福釜町鴻ノ巣８０－７

786 （医）仁泉会　池浦クリニック 安城市池浦町丸田２３６－３

787 （医）いながき医院 安城市桜井町新田65番地１

788 （医）紘寿会　今本町皮膚科 安城市今本町２－８－１３

789 岡田内科 安城市堀内町形谷１６－２

790 加藤内科 安城市箕輪町本屋敷１００

791 （医）神谷こども内科クリニック 安城市別郷町荒子９８番地

792 （医）近藤医院 安城市高棚町大道５３－２

793 （医）裕修会　篠原産婦人科医院 安城市錦町１０－１０

794 （医）誠幸会 清水クリニック 安城市桜井町三度山８－１

795 鷹津内科循環器科 安城市三河安城本町2-4-7

796 たけみつファミリークリニック 安城市錦町２番８号

797 つぼいセントラルクリニック 安城市三河安城東町１丁目７番地３

衣浦
東部

0566-22-
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みよし市



保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

798 （医）いちえ会 土井胃腸科外科クリニック 安城市姫小川町舘出１６２

799 （医）鳥居医院 安城市緑町１丁目４番地５

800 鳥居内科 安城市昭和町１５－２１

801 （医）錦町クリニック 安城市錦町１番５号

802 二本木クリック 安城市二本木町切替60-2

803 （医）野々川内科 安城市南町２番２０号

804 のもと内科・小児科 安城市篠目町童子７３－４

805 （医）尚爽会　ひこぼし内科クリニック 安城市小川町金政129-5

806 松原医院 安城市東栄町4-5-21

807 （医）みうらクリニック 安城市里町畑下７６番地

808 三河安城クリニック 安城市相生町１４番１４号

809 宮元クリニック 安城市今池町２－１８６　ＯＭビル２Ｆ   

810 （医）もりかわ皮フ科 安城市御幸本町１４－１５

811 （医）隆昌会 やました内科小児科クリニック 安城市大山町2-9-1

812 （医）碧桜会 横山医院 安城市桜井町西町中４９番１

813 わかば内科 安城市百石町２丁目２７番地１５

814 （医）わしだクリニック 安城市安城町天草７７－２

815 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院 安城市安城町東広畔２８

816 社会医療法人新和会　八千代病院 安城市住吉町２－２－７

817 （医）祥北祥北耳鼻咽喉科 安城市法連町１８番地１２

818 内科消化器科市川クリニック 安城市横山町八左１９７－１０

819 （医）佐野レディースクリニック 安城市安城町西広畔１１４－２

820 安城整形外科 安城市三河安城本町１－２２－６

821 都築医院 安城市御幸本町６－８

822 深津医院 安城市東端町天白１４－２

823 （医）静陵会　野々田小児科 安城市住吉町７－２３－３

824 わたべクリニック 安城市東栄町二丁目５０４番地の１

825 （医）宏真会　ゆばクリニック 安城市篠目町二タ又２４－１

826 赤松町わたなべ内科クリニック 安城市赤松町前川１６－３

827 秋田病院 知立市宝2-6-12

828 （医）三喜会　いわせ外科クリニック 知立市西町新川1-3

829 大岩内科クリニック 知立市上重原4-66

830 大山クリニック 知立市南陽2-48

831 おがわ内科・循環器科 知立市谷田町本林1-2-1

832 かみやクリニック 知立市弘法町弘法山45-5

833 さわやか内科クリニック 知立市谷田町西1-14-4

834 新林内科医院 知立市新林町新林40-6

835 セントレディースクリニック 知立市鳥居1-18-3

836 知立南皮フ科 知立市東長篠1-1-13

837 西中町クリニック 知立市西中町中長1-1

838 富士病院 知立市牛田町西屋敷137-1

839 松井医院内科医胃腸科 知立市中山町中山45

840 水野内科クリニック 知立市池端2-17

841 宮谷クリニック 知立市新池3-28-1

842 磯貝医院 高浜市青木町3-6-15

843 岩井内科クリニック 高浜市二池町4-202-10

844 岩月外科内科クリニック 高浜市稗田町6-6-27

845 近藤医院 高浜市屋敷町2-5-9

846 泰生医院 高浜市青木町5-6-26

847 高浜愛レディースクリニック 高浜市湯山町3-9-6

848 つばさクリニック 高浜市神明町8-15-1

849 寺尾内科小児科 高浜市小池町4-9-2

850 中田内科クリニック 高浜市沢渡町3-6-19

851 吉浜クリニック 高浜市呉竹町4-12-1

852 みよし市民病院 みよし市三好町八和田山１５番地

853 たきざわ胃腸科外科 みよし市三好町中島５５－２

854 みすクリニック みよし市三好町小坂７５アーバンシティ三好２Ｆ　

855 永井医院 みよし市三好町弥栄１１－４

856 たかもと内科クリニック みよし市福谷町壱丁田２－６

857 鈴木内科クリニック みよし市黒笹町下田３－１

858 三好ヶ丘クリニック みよし市三好丘一丁目５－５

859 たなかマタニティクリニック みよし市三好丘旭３丁目４－３

860 宇田ファミリークリニック みよし市園原４丁目１－４

衣浦
東部

0566-22-
1699

碧南市
刈谷市
安城市
知立市
高浜市

みよし市



保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

861 西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原６

862 医療法人田中会　西尾病院 西尾市和泉町２２

863 医療法人社団福祉会　高須病院 西尾市一色町赤羽根上郷中１１３－１

864 すずきクリニック 西尾市矢曽根町赤池８８

865 三ヶ根クリニック 額田郡幸田町大字深溝字権行寺１１

866 幡豆クリニック 西尾市東幡豆町彦田前３３

867 あいきょうクリニック 新城市市場台一丁目7-5

868 今泉病院 新城市字宮ﾉ前24-3

869 内山医院 新城市平井字新栄2-1

870 医療法人愛鳳会　荻野医院 新城市長篠字下り筬60-4

871 医療法人義穂会　織田医院 新城市下吉田字紺屋平66

872 くまがい医院 新城市富永字郷中63-2

873 新城市作手診療所 新城市作手高里字縄手上10-1

874 しんしろフィットクリニック 新城市川路字小川路133

875 医療法人　静巌堂医院 新城市副川字大貝津13

876 ちさと医院 新城市杉山字端城55

877 ながしのクリニック 新城市長篠字権現堂8-5

878 中根医院 新城市城北二丁目2-1

879 中村医院 新城市字的場49-１

880 のだクリニック 新城市野田字西郷62-18

881 医療法人　ほうらいクリニック 新城市大野字上野13-1

882 星野病院 新城市大野字上野70-3

883 緑が丘診療所 新城市緑が丘３丁目1-6

884 宮本医院 新城市海老字野辺23

885 むらまつ内科 新城市字石名号4-5

886 伊藤内科 北設楽郡設楽町田口字稗田3-3

887 月新堂医院 北設楽郡設楽町田口字白根土15-6

888 設楽町つぐ診療所 北設楽郡設楽町津具字中林26

889 豊根村診療所 北設楽郡豊根村上黒川字長野田24-1

890 新城市民病院 新城市北畑３２−１

891 東栄医療センター 北設楽郡東栄町三輪上栗５

892 豊川市民病院 豊川市八幡町野路２３番地

893 医療法人蓮花　あかさかクリニック 豊川市赤坂町松本１７６－１

894 医療法人　安形医院 豊川市一宮町泉１４０番地

895 医療法人　いたづ内科クリニック 豊川市野口町若宮１６－１

896 医療法人　信愛会　大石医院 豊川市国府町流霞１０３番地

897 大竹内科クリニック 豊川市蔵子６丁目１４番地３

898 医療法人　おおにしこどもクリニック 豊川市蔵子６丁目１１－１５

899 大橋医院 豊川市東桜木町８８

900 医療法人　大原医院 豊川市松久町２丁目１番地の２

901 医療法人　鳳紀会　可知病院 豊川市国府町桜田１５番地の１

902 医療法人　共立荻野病院 豊川市三上町雨谷口３２番地

903 医療法人平寿会　クリニックすみた 豊川市伊奈町南山新田３０５－１２

904 医療法人　桃源堂　後藤病院 豊川市桜木通４丁目１０－２

905 白谷医院 豊川市一宮町下新切１５７－３

906 医療法人　社団卓和会　しらゆりクリニック 豊川市大堀町７７番地

907 医療法人　英敬会　すずきクリニック 豊川西塚町２丁目１６－１

908 医療法人宝美会　総合青山病院 豊川市小坂井町道地１００番地１

909 医療法人　高橋医院 豊川市豊川西町３６番地

910 医療法人　たけだクリニック 豊川市豊川町波通３４番１

911 医療法人橘井会　タチバナ病院 豊川市諏訪３丁目６１番地

912 医療法人　ピープル　田中内科医院 豊川市八幡町鐘鋳場１００番地

913 医療法人　啓仁会　豊川さくら病院 豊川市市田町大道下３０－１

914 とりやまクリニック 豊川市代田町１丁目２７

915 医療法人　中村医院 豊川市小田渕町下垂７７

916 医療法人　丹羽クリニック 豊川市諏訪４丁目２００番地

917 野本医院 豊川市萩山町３丁目６番地２

918 医療法人　聖俊会　樋口病院 豊川市諏訪２丁目１１５番地

919 日吉整形外科クリニック 豊川市森１－１３６

920 医療法人　ふくとみクリニック 豊川市御油町欠下１１－１

921 星野内科・消化器科クリニック 豊川市本野町北貝津２７

新城 0536-23-
5999

新城市
北設楽郡

西尾 0563-54-
1299

西尾市
額田郡

豊川 0533-85-
9699

豊川市
蒲郡市
田原市



保健所 電話番号 所管区域 No 名　　称 所在地

922 医療法人　堀内クリニック 豊川市長沢町向谷８４番地

923 医療法人　社団卓和会　ユリクリニック 豊川市御津町西方広田４９番地

924 伊藤医院 豊川市下長山町中屋敷１－１

925 たけもとクリニック 豊川市御津町広石小城前５４

926 医療法人　信愛会　しんあいクリニック 豊川市光明町一丁目１９番地の１０

927 一宮クリニック 豊川市東上町松本１０４番の２

928 医療法人憲成会　皆藤クリニック 豊川市豊川栄町２０

929 福田内科 豊川市三蔵子町大道７９番地１

930 豊川アレルギーリウマチクリニック 豊川市宿町野川１０－５

931 石川クリニック 豊川市御津町御馬濱田１１７

932 医療法人　ユタカ医院 豊川市大木町鑓水402-1

933 蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田１－１

934 医療法人　あおば内科クリニック 蒲郡市形原町計後家２２番１

935 医療法人　いとう内科小児科 蒲郡市水竹町西清水川３８－１

936 小田醫院 蒲郡市宝町１２－１５

937 医療法人　星越　加藤医院 蒲郡市大塚町星越１番地の２０

938 かとう小児科・内科クリニック 蒲郡市旭町８－１２

939 医療法人　松風会　蒲郡クリニック 蒲郡市三谷町須田10番地２

940 医療法人  北辰会　蒲郡厚生館病院 蒲郡市栄町１１番１３号

941 医療法人積善会　蒲郡東部病院 蒲郡市大塚町山の沢４５番地２

942 医療法人　小林内科クリニック 蒲郡市三谷北通二丁目４４番地

943 医療法人　耕和会　こんどうクリニック 蒲郡市鹿島町深田２２－１

944 杉浦内科胃腸科 蒲郡市丸山町１番１６号

945 すみれクリニック 蒲郡市大塚町西島１４番地１

946 医療法人　豊誠会　とよおかクリニック 蒲郡市豊岡町梶田13番地の１

947 医療法人　トリイクリニック 蒲郡市形原町東根崎７３

948 医療法人　はしば耳鼻咽喉科・内科クリニック 蒲郡市三谷町二舗９６

949 医療法人　仁雅会 畑川クリニック 蒲郡市拾石町前浜４０番地の１３

950 医療法人　はたのクリニック 蒲郡市港町２０番１４号

951 平野内科医院 蒲郡市形原町下屋敷４１－１

952 福原医院 蒲郡市三谷北通二丁目２６６

953 医療法人　メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡 蒲郡市中央本町６－７

954 医療法人　八木内科・消化器科 蒲郡市竹谷町宮前１０－１

955 愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院 田原市神戸町赤石１－１

956 富永医院 田原市豊島町前田１３３番地２

957 第２国見医院 田原市田原町石取下５４－２

958 北山クリニック 田原市加治町奥恩中５番地１

959 おかだクリニック 田原市石神町西沖田７

960 医療法人 朽名医院 田原市古田町郷中１５９－３

961 藤岡医院 田原市保美町土尻１９番地

962 医療法人 芳心会昭和医院 田原市中山町儀呂２５２番地１

963 川瀬医院 田原市堀切町浜畑８４－２

964 菜の花内科クリニック 田原市神戸町明土９－１

965 医療法人 有心会　あつみメディカルクリニック 田原市神戸町堀池７７番１

966 永井医院 田原市神戸町深田２２

967 医療法人　永心会　河合医院 田原市加治町洲田８番地

968 医療法人 幸宮会　宮木内科 田原市田原町晩田３４番地１

969 医療法人　北山会　北山医院 田原市江比間町西砂畑22

970 田原市赤羽根診療所 田原市赤羽根町赤土１

豊川 0533-85-
9699

豊川市
蒲郡市
田原市


