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東東日日本本大大震震災災のの被被災災者者ののううちち人人工工透透析析がが  

必必要要なな方方へへのの支支援援ににつついいてて  
 

 

本県においては、愛知県透析医会の協力により、平成２３年３月１１日に発生した東日

本大震災により、被災された方で人工透析を受けることが困難な方を受け入れております。 

 

１ 人工透析が必要な被災者を受け入れることができる県内の医療機関 

   ８０医療機関（別紙 一覧表のとおり） 

 

２ 人工透析が必要な被災者に優先的に提供する県営住宅 

   被災者へ提供する住宅のうち１０戸（別紙 一覧表のとおり） 

 

３ 入居対象者 

東日本大震災で被災された方のうち人工透析が必要な方で、被災地の医療機関から

社団法人日本透析医会を通じて愛知県に支援要請のあった方 

 

４ 入居条件等 

(1) 入居者 

   原則として親族での入居（単身者も入居可能） 

(2) 入居時期 

手続きが終了次第入居可能 

(3) 入居期間 

６か月以内（入居者の事情により、当初許可日から１年間を限度として更新可能） 

(4) 住宅使用料 

免除 

(5) 敷金及び保証金 

徴収しない。 

(6) 光熱給水費、共益費、自治会費 

入居者が負担する。 

（7） 連帯保証人 

必要としない。 

 

５ 問い合わせ先 

  愛知県健康福祉部健康担当局医務国保課 電話０５２－９５４－６２７４ 

 



（平成23年3月14日現在　愛知県透析医会調べ）

番号 医療機関名 電話番号

1 医療法人杉山会 ノア・大久手クリニック 千種区千種通5-23 052-741-6677

2 医療法人有心会 砂田橋クリニック 東区大幸4-14-22 052-719-5001

3 医療法人愛生会 上飯田クリニック 北区上飯田北町1-76 052-914-3387

4 医療法人衆済会 増子記念病院 中村区竹橋町35-28 052-451-1307

5 増子クリニック昴 中村区並木1-322 052-412-8211

6 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 中区三の丸4-1-1 052-951-1111

7 名古屋大学医学部附属病院 昭和区鶴舞65 052-741-2111

8 名古屋第二赤十字病院 昭和区妙見町2-9 052-832-1121

9 名古屋市立大学病院 瑞穂区瑞穂町字川澄1 052-851-5511

10 医療法人幸世会 中京厚生クリニック 瑞穂区新開町23-13 052-881-6175

11 新生会第一病院 瑞穂区玉水町1-3-2 052-832-8411

12 みなと医療生活協同組合 協立総合病院 熱田区五番町4-33 052-654-2211

13 名古屋共立病院 中川区法華1-172 052-362-5151

14 偕行会セントラルクリニック 中川区中島新町3-2518 052-363-7373

15 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院 港区港明1－10－6 052-652-5511

16 名港共立クリニック 港区木場町8-202 052-698-3077

17 加納医院 南区星崎2-15 052-811-8013

18 医療法人並木会 並木クリニック 南区内田橋2-10-22 052-691-2000

19 社会保険中京病院 南区三条1-1-10 052-691-7151

20 医療法人有仁会 守山友愛病院 守山区瀬古東2-411 052-793-7655

21 鳴海クリニック 緑区浦里5-50 052-624-5701

22 医療法人並木会 並木病院 天白区荒池2-111 052-848-2000

23 名古屋記念病院 天白区平針4-305 052-804-1111

24 寺田クリニック 下地町字長池73 0532-55-8733

25 豊橋メイツクリニック 平川南町73 0532-66-1010

26 明陽クリニック 八通町64-3　老健施設ビル6Ｆ 0532-33-3130

27 吉田内科クリニック 飯村南2-22-8 0532-63-9933

28 成田記念病院 白河町78 0532-31-2167

29 医療法人葵 葵セントラル病院 中田町4-5 0564-53-7815

30 岡崎市民病院 高隆寺町五所合3－1 0564-21-8111

31 医療法人葵 葵クリニック西岡崎 昭和町字北浦1 0564-33-3400

32 岡崎北クリニック 大門4-2 0564-28-0560

33 医療法人葵 美合クリニック 美合町字天白107-1 0564-59-0207

34 六ツ美内科クリニック 土井町柳ヶ坪１９－１ 0564-59-0022

35 医療法人泰玄会 泰玄会病院 東五城字備前1-1 0586-61-2121

36 大雄会第一病院 羽衣1-6-12 0586-72-1211

37 医療法人糖友会 野村内科 多加木3-4-3 0586-24-0350

38 公立陶生病院 瀬戸市 西追分町160 0561-82-5101

39 医療法人ふれあい会 半田クリニック 半田市 清城町1-6-8 0569-23-1155

40 春日井市民病院 鷹来町1-1-1 0568-57-0057

41 医療法人啓生会 春日井セントラルクリニック 上条町1-171 0568-57-2971

42 医療法人光寿会 坂下クリニック 坂下町7丁目798-6 0568-88-7766

43 医療法人光寿会 多和田クリニック 南下原町上中177－3 0568-82-8008

44 藤山台診療所 藤山台3-1-5 0568-91-3008

45 医療法人 大野泌尿器科 豊川市 馬場町薬師86 0533-86-9651

46 医療法人佳信会 クリニックつしま 津島市 百島町黒仏2 0567-28-7111

人工透析が必要な被災者を受け入れることができる県内の医療機関

春日井市

一宮市

住所

豊橋市

名古屋市

岡崎市



（平成23年3月14日現在　愛知県透析医会調べ）

番号 医療機関名 電話番号住所

47 刈谷豊田総合病院 住吉町5-15 0566-21-2450

48 刈谷豊田総合病院　東分院 野田新町1-101 0566-62-5111

49 加茂クリニック 神田町1-8-9 0565-34-1345

50 豊田共立クリニック 豊栄町10－59 0565-74-0774

51 安城共立クリニック 大東町4－14 0566-73-0610

52 医療法人成信会 安城新田クリニック 新田町縦町31 0566-75-8181

53 碧海共立クリニック 高棚町中島115-1 0566-73-2710

54 医療法人仁聖会 西尾クリニック 西尾市 大給町102 0563-56-5155

55 医療法人いつき会 樹クリニック 犬山市 上坂町5-232 0568-62-3101

56 佐藤病院 上奈良町緑48 0587-54-6611

57 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 高屋町大松原137 0587-51-3333

58 医療法人柳雪会 江崎外科内科 曙町70番地 0568-75-2211

59 小木南クリニック 小木南2-29 0568-75-1288

60 医療法人啓生会 小牧クリニック 大字北外山字桜井807-5 0568-75-3500

61 小牧スマイルクリニック 小牧2丁目280 0568-74-7575

62 小牧市民病院 常普請1-20 0568-76-4131

63 医療法人 稲沢クリニック 稲沢町前田210 0587-23-8882

64 医療法人佳信会 尾張西クリニック 平和町須ヶ谷字馬橋712-3 0567-47-0088

65 茶臼山厚生病院 新城市 富沢453-1 0536-22-2266

66 医療法人研信会 大府クリニック 大府市 共和町五ッ屋下28-1 0562-47-0008

67 医療法人清樹会 知多サザンクリニック 知多市 南粕谷新海1-115 0569-43-3101

68 医療法人研信会 知立クリニック 知立市 八ｯ田町神明22 0566-82-1367

69 医療法人智友会 印場クリニック 尾張旭市 印場元町4-7-13 0561-55-6880

70 メディカルサテライト岩倉 岩倉市 川井町鉄砲59 0587-37-8700

71 医療法人光寿会 光寿会リハビリテーション病院 九之坪高田85 0568-26-6180

72 医療法人済衆館　済衆館病院 鹿田西村前111番地 0568-21-0811

73 偕行会 リハビリテーション病院 神戸5－20 0567-52-3883

74 海部共立クリニック 佐古木2-280-1 0567-65-1171

75 医療法人佳信会 あすかクリニック あま市 七宝町沖之島西流36 052-449-1681

76 医療法人生寿会かわな病院附属東郷春木クリニック 東郷町 春木字清水ヶ根237 0561-37-5271

77 医療法人智友会 名古屋東クリニック 長久手町 塚田1320 0561-63-5131

78 阿久比クリニック 阿久比町 卯坂字米山1-1 0569-48-8866

79 医療法人赫和会 杉石病院 武豊町 字向陽1-117 0569-72-1155

80 東栄町国民健康保険東栄病院 東栄町 大字三輪字上栗5 0536-79-3311

＊　医療機関により診療可能な人数や期間が異なりますので、受診前には医療機関に必ずお問い合わせ下さい。

安城市

豊田市

刈谷市

弥富市

北名古屋市

稲沢市

小牧市

江南市



間　取　り 優先提供戸数

助 光 名古屋市中川区助光二丁目７０１番地 3DK 1

伝 治 山 名古屋市緑区鳴海町字伝治山１番地の５ 3K 2

松 ヶ 丘 瀬戸市東山町８番地 3K 2

松 原 春日井市東野町西３丁目５番地１ 3DK 2

岩 崎 小牧市大字岩崎１５００番地 2DK 3

計　（５団地） 10

住　　宅　　名 所　　　　　　　在　　　　　　　地

人工透析が必要な被災者に優先的に提供する県営住宅一覧表
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