
 

 

 

 

愛知県外来医療計画別表 

（医療機関名簿(診療科別)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛 知 県 

 

（平成 30 年 10 月 1 日時点） 

抜粋 

（病院内科のみ） 



 

目 次 

 

 

１ 内科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 外科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３ 精神科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

４ アレルギー科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

５ リウマチ科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

６ 小児科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

７ 皮膚科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

８ 泌尿器科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

９ 産科、婦人科、産婦人科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

10  眼科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

11 耳鼻いんこう科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

12 リハビリテーション科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

13 放射線科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

14 救急科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

15 病理診断科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

16 臨床検査科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

17 麻酔科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

 

 

 

 

病 院 



 

 

１ 内科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

２ 外科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

３ 精神科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９ 

４ アレルギー科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

５ リウマチ科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０ 

６ 小児科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ 

７ 皮膚科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０１ 

８ 泌尿器科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１７ 

９ 産科、婦人科、産婦人科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２３ 

10  眼科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 

11 耳鼻いんこう科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３７ 

12 リハビリテーション科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４ 

13 放射線科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５９ 

14 臨床検査科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２ 

15 麻酔科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 

 

 

診 療 所 



医 療 機 関 名 所　在　地

1 愛知県精神医療センター 名古屋市千種区徳川山町4-1-7

2 愛知県がんセンター中央病院 名古屋市千種区鹿子殿1-1

3 名古屋市立東部医療センター 名古屋市千種区若水1-2-23

4 国家公務員共済組合連合会東海病院 名古屋市千種区千代田橋1-1-1

5 ちくさ病院 名古屋市千種区内山2-16-16

6 医療法人吉田病院 名古屋市千種区大久手町5-19

7 医療法人蜂友会はちや整形外科病院 名古屋市千種区末盛通2-4

8 医療法人昌峰会加藤病院 名古屋市千種区末盛通2-15

9 医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院 名古屋市千種区井上町27

10 医療法人和伸会和田内科病院 名古屋市千種区今池南25-5

11 愛知学院大学歯学部附属病院 名古屋市千種区末盛通2-11

12 医療法人すみれ会中央病院 名古屋市東区東桜2-8-4

13 名古屋ハートセンター 名古屋市東区砂田橋1-1-14

14 AOI名古屋病院 名古屋市東区泉2-2-5

15 名古屋市立西部医療センター 名古屋市北区平手町1-1-1

16 名古屋市重症心身障害児者施設 名古屋市北区平手町1-1-5

17 医療法人愛仁会名春中央病院 名古屋市北区東味鋺1-2401

18 楠メンタルホスピタル 名古屋市北区五反田町110

19 大隈病院 名古屋市北区大曽根2-9-34

20 社会医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院 名古屋市北区上飯田北町3-57

21 医療法人福友会天寿病院 名古屋市北区米が瀬町138

22 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 名古屋市北区上飯田北町2-70

23 北医療生活協同組合北病院 名古屋市北区上飯田南町2-88

24 やまね病院 名古屋市北区楠味鋺4-1524

25 愛知県青い鳥医療療育センター 名古屋市西区中小田井5-89

名古屋・尾張中部医療圏

内 科

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

26 愛知県済生会リハビリテーション病院 名古屋市西区栄生1-1-18

27 名鉄病院 名古屋市西区栄生2-26-11

28 医療法人米田病院 名古屋市西区枇杷島1-11-5

29 小林病院 名古屋市西区鳥見町2-39

30 堀田病院 名古屋市西区江向町6-54

31 名古屋第一赤十字病院 名古屋市中村区道下町3-35

32 医療法人誠心会大菅病院 名古屋市中村区大宮町1-38

33 医療法人衆済会増子記念病院 名古屋市中村区竹橋町35-28

34 医療法人福友会八田なみき病院 名古屋市中村区並木2-366

35 医療法人北林会北林病院 名古屋市中村区中村町7-58

36 偕行会城西病院 名古屋市中村区北畑町4-1

37 医療法人珪山会鵜飼病院 名古屋市中村区寿町30

38 名古屋セントラル病院 名古屋市中村区太閤3-7-7

39 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 名古屋市中区三の丸4-1-1

40 国家公務員共済組合連合会名城病院 名古屋市中区三の丸1-3-1

41 中日病院 名古屋市中区丸の内3-12－3

42 医療法人成田育成会成田病院 名古屋市中区大須1-20-30

43 医療法人博恵会橋本内科 名古屋市中区栄1-11-18

44 医療法人勝又病院 名古屋市中区新栄1-32-22

45 ＮＴＴ西日本東海病院 名古屋市中区松原2-17-5

46 医療法人聖真会横山記念病院 名古屋市中区千代田3-11-20

47 名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町65

48 名古屋第二赤十字病院 名古屋市昭和区妙見町2-9

49 医療法人生寿会かわな病院 名古屋市昭和区山花町50

50 医療法人順正会てしがわら病院 名古屋市昭和区阿由知通1-7

51 医療法人安正会安井病院 名古屋市昭和区滝子町27-19
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医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

52 社会福祉法人聖霊会聖霊病院 名古屋市昭和区川名山町56

53 名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

54 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院 名古屋市瑞穂区弥富町密柑山1-2

55 ブラザー記念病院 名古屋市瑞穂区塩入町11-8

56 野垣病院 名古屋市瑞穂区川澄町1-12

57 医療法人大仁会高木病院 名古屋市瑞穂区瑞穂通5-1

58 西本病院 名古屋市瑞穂区新開町24-38

59 稲熊病院 名古屋市瑞穂区豊岡通1-10

60 医療法人三恵会服部病院 名古屋市熱田区沢上1-3-20

61 医療法人杏園会熱田リハビリテーション病院 名古屋市熱田区六番1-1-19

62 水谷病院 名古屋市熱田区金山町1-4-3

63 重工記念病院 名古屋市熱田区外土居町7-8

64 みなと医療生活協同組合協立総合病院 名古屋市熱田区五番町4-33

65 名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66

66 医療法人生生会松蔭病院 名古屋市中川区打出2-70

67 医療法人聖真会春田仁愛病院 名古屋市中川区東春田2-178

68 名古屋共立病院 名古屋市中川区法華1-172

69 医療法人孝慈会大平病院 名古屋市中川区昭和橋通9-78

70 医療法人広徳会佐藤病院 名古屋市中川区尾頭橋2-19-11

71 医療法人開生会かいせい病院 名古屋市中川区月島町9-9

72 医療法人親和会富田病院 名古屋市中川区かの里一丁目301

73 医療法人生生会まつかげシニアホスピタル 名古屋市中川区打出2-347

74 名古屋西病院 名古屋市中川区荒子2-40

75 藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10

76 共愛病院 名古屋市中川区下之一色町字権野148-1

77 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 名古屋市港区港明1-10-6

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

78 公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会臨港病院 名古屋市港区名港2-9-43

79 医療法人幸会南陽病院 名古屋市港区小賀須3-1101

80 東洋病院 名古屋市港区正保町3-38

81 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 名古屋市南区三条1-1-10

82 善常会リハビリテーション病院 名古屋市南区松池町1-11

83 医療法人笠寺病院 名古屋市南区松池町3-19

84 あいせい紀年病院 名古屋市南区曽池町4-28

85 名南病院 名古屋市南区南陽通5-1-3

86 大同病院 名古屋市南区白水町9

87 医療法人山和会山口病院 名古屋市南区加福本通3-28

88 医療法人緑翔会小松病院 名古屋市南区前浜通6-45

89 名南ふれあい病院 名古屋市南区豊田5-15-18

90 北村病院 名古屋市南区菊住2-4-12

91 南医療生協かなめ病院 名古屋市南区天白町1-5

92 独立行政法人国立病院機構東尾張病院 名古屋市守山区大森北2-1301

93 もりやま総合心療病院 名古屋市守山区町北11-50

94 紘仁病院 名古屋市守山区四軒家1-710

95 医療法人有仁会守山友愛病院 名古屋市守山区瀬古東2-411

96 医療法人和光会川島病院 名古屋市守山区白山3-501

97 医療法人いつき会守山いつき病院 名古屋市守山区守山2-18-22

98 ヤトウ病院 名古屋市守山区西新14-2

99 森孝病院 名古屋市守山区四軒家1-1013

100 名古屋市立緑市民病院 名古屋市緑区潮見が丘1-77

101 医療法人幸寿会平岩病院 名古屋市緑区鳴海町相原町26

102 第一なるみ病院 名古屋市緑区細口1-210

103 医療法人清水会相生山病院 名古屋市緑区藤塚3-2704
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医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

104 総合病院南生協病院 名古屋市緑区南大高2-204

105 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 名古屋市名東区梅森坂5-101

106 名古屋市厚生院 名古屋市名東区勢子坊2-1501

107 医療法人白楊会白楊会病院 名古屋市名東区上社4-181

108 医療法人香徳会メイトウホスピタル 名古屋市名東区上社3-1911

109 医療法人博報会いのこし病院 名古屋市名東区猪子石原1-1501

110 医療法人杉山会すぎやま病院 名古屋市名東区社台3-10

111 木村病院 名古屋市名東区名東本通2-22-1

112 八事病院 名古屋市天白区塩釜口1-403

113 名古屋記念病院 名古屋市天白区平針4-305

114 医療法人東樹会東樹会病院 名古屋市天白区原1-1307

115 医療法人並木会並木病院 名古屋市天白区荒池2-1101

116 新生会第一病院 名古屋市天白区高宮町1302

117 医療法人眞清会新川病院 清須市土器野267

118 医療法人生寿会五条川リハビリテーション病院 清須市春日新堀33

119 はるひ呼吸器病院 清須市春日流8番地1

120 医療法人光寿会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

121 医療法人済衆館済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111

122 津島市民病院 津島市橘町3-73

123 医療法人三善会津島中央病院 津島市葉苅町字綿掛63

124 医療法人宏徳会安藤病院 津島市唐臼町半池72-1

125 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 弥富市前ヶ須町南本田396

126 偕行会リハビリテーション病院 弥富市神戸5-20

127 あま市民病院  あま市甚目寺畦田1

128 医療法人瑞頌会尾張温泉かにえ病院 海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下６５－１４

海部医療圏

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

129 船入病院 海部郡蟹江町宝1-596

130 公立陶生病院 瀬戸市西追分町160

131 医療法人青山病院 瀬戸市南山町1-53

132 医療法人青和会中央病院 瀬戸市陶原町3-12

133 医療法人社団順心会井上病院 瀬戸市川北町2-11

134 瀬戸みどりのまち病院 瀬戸市緑町2-114-1

135 水野病院 瀬戸市小田妻町1-190-2

136 医療法人宏和会あさい病院 瀬戸市矢形町178-1

137 しなのが丘病院 瀬戸市下半田川町1683-8

138 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

139 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

140 豊明栄病院 豊明市栄町大根1-395

141 藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

142 医療法人福友会福友病院 日進市北新町殿ケ池上539

143 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

144 医療法人大医会日進おりど病院 日進市折戸町西田面110

145 医療法人橘会東名病院 長久手市作田1-1110

146 愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又1-1

147 医療法人和合会和合病院 愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西108

148 あいち肝胆膵ホスピタル 愛知郡東郷町春木白土1-217

149 一宮市立市民病院 一宮市文京2-2-22

150 一宮市立木曽川市民病院 一宮市木曽川町黒田字北野黒165

151 総合大雄会病院 一宮市桜1-9-9

152 いまむら病院 一宮市今伊勢町本神戸字無量寺東17

尾張東部医療圏

尾張西部医療圏
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医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

153 医療法人泰玄会泰玄会病院 一宮市東五城字備前1-1

154 医療法人山下病院 一宮市中町1-3-5

155 医療法人尾張健友会千秋病院 一宮市千秋町塩尻字山王1

156 上林記念病院 一宮市奥町字下口西89-1

157 医療法人来光会尾洲病院 一宮市浅井町小日比野字新太37

158 大雄会第一病院 一宮市羽衣1-6-12

159 医療法人泰玄会泰玄会西病院 一宮市小信中島字郷中104

160 尾西記念病院 一宮市冨田字宮東1718-1

161 一宮西病院 一宮市開明字平1

162 医療法人医徳会国井病院 一宮市木曽川町黒田三の通り32-1

163 稲沢市民病院 稲沢市長束町沼100

164 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

165 医療法人回精会北津島病院 稲沢市平和町嫁振307

166 医療法人六輪会六輪病院 稲沢市平和町塩川104

167 愛知県心身障害者コロニー中央病院 春日井市神屋町713-8

168 春日井市民病院 春日井市鷹来町1-1-1

169 一般財団法人春日会足立病院 春日井市若草通1-1

170 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

171 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

172 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

173 白山リハビリテーション病院 春日井市庄名町1011-25

174 医療法人三仁会あさひ病院 春日井市下原町字村東2090

175 東春病院 春日井市西高山町3-5-1

176 特定医療法人晴和会あさひが丘ホスピタル 春日井市神屋町字地福1295-31

177 かちがわ北病院 春日井市角崎町3-1

尾張北部医療圏

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

178 医療法人光寿会光寿会春日井病院 春日井市下原町字萱場1920-1

179 高森台病院 春日井市高森台4-4-50

180 小牧市民病院 小牧市常普請1-20

181 小牧第一病院 小牧市中央5-39

182 犬山病院 犬山市大字塔野地字大畔10

183 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

184 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

185 犬山駅西病院 犬山市大字犬山字高見町11

186 あいちせぼね病院 犬山市大字五郎丸字上池31-1

187 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

188 佐藤病院 江南市上奈良町緑48

189 岩倉病院 岩倉市川井町北海戸1

190 さくら総合病院 丹羽郡大口町新宮1-129

191 半田市立半田病院 半田市東洋町2-29

192 医療法人一草会一ノ草病院 半田市長根町3-1

193 医療法人双葉会藤田病院 半田市泉町111-18

194 医療法人寿康会大府病院 知多郡東浦町大字森岡字上源吾1

195 みどりの風　南知多病院 知多郡南知多町大字豊丘字孫廻間86

196 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

197 渡辺病院 知多郡美浜町大字野間字上川田45-2

198 医療法人赫和会杉石病院 知多郡武豊町字向陽1-117

199 石川病院 知多郡武豊町字ヒジリ田23

200 常滑市民病院 常滑市飛香台3-3-3

201 公立西知多総合病院 東海市中ノ池3-1-1

202 小嶋病院 東海市大田町後田97

知多半島医療圏
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医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

203 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 大府市森岡町7-430

204 あいち小児保健医療総合センター 大府市森岡町7-426

205 医療法人共和会共和病院 大府市梶田町2-123

206 医療法人平病院 知多市新舞子字落40-1

207 西知多リハビリテーション病院 知多市岡田字野崎13

208 知多小嶋記念病院 知多市新知字永井2番地の１

209 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 豊田市浄水町伊保原500-1

210 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 豊田市岩神町仲田20

211 豊田地域医療センター 豊田市西山町3-30-1

212 医療法人三九会三九朗病院 豊田市小坂町7-80

213 医療法人美衣会衣ヶ原病院 豊田市広久手町2-34

214 医療法人清慈会鈴木病院 豊田市月見町1-10-8

215 医療法人研精会豊田西病院 豊田市保見町横山100

216 医療法人社団以心会中野胃腸病院 豊田市駒新町金山1-12

217 医療法人豊寿会斉藤病院 豊田市四郷町森前166-1

218 医療法人愛知会胃腸科肛門科家田病院 豊田市畝部西町城ケ掘11-1

219 医療法人若宮会菊池病院 豊田市若宮町5-1

220 医療法人明心会仁大病院 豊田市猿投町入道3-5

221 医療法人豊和会南豊田病院 豊田市広美町郷西80

222 医療法人慈和会吉田整形外科病院 豊田市御立町7-100

223 さくら病院 豊田市豊栄町11-131

224 トヨタ記念病院 豊田市平和町1-1

225 豊田若竹病院 豊田市竹元町荒子15

226 みよし市民病院 みよし市三好町八和田山15

227 医療法人寿光会寿光会中央病院 みよし市三好町石畑5

西三河北部医療圏

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

228 愛知県がんセンター愛知病院 岡崎市欠町字栗宿18

229 愛知県三河青い鳥医療療育センター 岡崎市高隆寺町字小屋場9-3

230 岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合3-1

231 医療法人仁精会三河病院 岡崎市戸崎町字牛転2

232 岡崎南病院 岡崎市羽根東町1-1-3

233 医療法人十全会三嶋内科病院 岡崎市六供町3-8-2

234 医療法人鉄友会宇野病院 岡崎市中岡崎町1-10

235 医療法人羽栗会羽栗病院 岡崎市羽栗町字田中26・27・30番合併地

236 医療法人大朋会岡崎共立病院 岡崎市羽根町字中田64-1

237 医療法人博報会岡崎東病院 岡崎市洞町字向山16-2

238 医療法人葵葵セントラル病院 岡崎市中田町4-5

239 北斗病院 岡崎市仁木町字川越17-33

240 冨田病院 岡崎市本宿町字南中町32

241 京ケ峰岡田病院 額田郡幸田町大字坂崎字石ノ塔8

242 碧南市民病院 碧南市平和町3-6

243 小林記念病院 碧南市新川町3-88

244 医療法人松和会新川中央病院 碧南市松江町6-83

245 医療法人十喜会加藤病院 碧南市松本町158

246 刈谷豊田総合病院 刈谷市住吉町5-15

247 刈谷記念病院 刈谷市小垣江町牛狭間112

248 刈谷豊田東病院 刈谷市野田新町1-101

249 一里山・今井病院 刈谷市一里山町中本山88番地

250 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

251 医療法人純和会矢作川病院 安城市藤井町南山141

西三河南部西医療圏

西三河南部東医療圏
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医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

252 社会医療法人財団新和会八千代病院 安城市住吉町2-2-7

253 富士病院 知立市牛田町西屋敷137-1

254 秋田病院 知立市宝2-6-12

255 高浜豊田病院 高浜市稗田町3-2-11

256 西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原6

257 医療法人田中会西尾病院 西尾市和泉町22

258 医療法人社団福祉会高須病院 西尾市一色町赤羽上郷中113-1

259 山尾病院 西尾市桜木町5-14

260 あいちリハビリテーション病院 西尾市江原町西柄１番地１

261 新城市民病院 新城市字北畑32-1

262 茶臼山厚生病院 新城市富沢453-1

263 今泉病院 新城市字宮ノ前24-3

264 医療法人星野病院 新城市大野字上野70-3

265 東栄町国民健康保険東栄病院 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗5

266 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町字浜道上50

267 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西50

268 豊橋整形外科江崎病院 豊橋市新川町66

269 光生会病院 豊橋市吾妻町137

270 二川病院 豊橋市大岩町字北元屋敷36-3

271 医療法人さわらび会福祉村病院 豊橋市野依町字山中19-14

272 医療法人善恵会長屋病院 豊橋市八町通3-119

273 医療法人島病院 豊橋市雲谷町字上ノ山65-138

274 豊橋ハートセンター 豊橋市大山町字五分取21-1

275 光生会赤岩病院 豊橋市多米町字蝉川33-70

東三河北部医療圏

東三河南部医療圏

医 療 機 関 名 所　在　地

内 科

276 医療法人積善会積善病院 豊橋市二川町字北裏1-17

277 医療法人義興会可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見456

278 医療法人豊岡会豊橋元町病院 豊橋市南大清水町字元町205

279 第二成田記念病院 豊橋市東小池町62-1

280 豊生病院 豊橋市多米西町1-21-1

281 成田記念病院 豊橋市羽根井本町134

282 医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター 豊橋市三本木町字元三本木20-1

283 保生会病院 豊橋市大国町110-2

284 医療法人積善会第二積善病院 豊橋市大岩町字北山6-110

285 豊川市民病院 豊川市八幡町野路23

286 国府病院 豊川市久保町葉善寺36-1

287 医療法人桃源堂後藤病院 豊川市桜木通4-10-2

288 医療法人鳳紀会可知病院 豊川市国府町桜田15-1

289 医療法人聖俊会樋口病院 豊川市諏訪2-145

290 豊川青山病院 豊川市西島町中井33-1

291 共立荻野病院 豊川市三上町雨谷口32

292 総合青山病院 豊川市小坂井町道地100-1

293 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

294 タチバナ病院 豊川市諏訪3-61

295 信愛医療療育センター 豊川市小坂井町大塚38－1

296 蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1-1

297 医療法人積善会蒲郡東部病院 蒲郡市大塚町山ノ沢45-2

298 医療法人北辰会蒲郡厚生館病院 蒲郡市栄町11-13

299 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
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