
いまいずみクリニック 058-210-1184 早田栄町

今井整形外科 058-237-1111 三田洞 かわごえクリニック 058-234-2221 木田 島クリニック 058-252-0177 寺田

今嶺はしもと内科 058-268-0511 今嶺 川崎整形外科クリニック 058-245-6315 三笠町 城東内科クリニック 058-278-0593 正法寺町

○ 朝日大学病院 058-251-8001 橋本町 岩砂病院・岩砂マタニティ 058-231-2631 八代 川瀬医院 058-262-1412 金竜町 白木内科医院 058-231-7215 長良

動 えんや内科・糖尿病クリニック 058-277-0888 茜部新所 卯月医院 058-295-1219 上土居 河田医院 058-232-8399 城田寺 杉浦内科 058-271-4387 加納東丸町

○ 笠松病院 058-276-2881 中鶉  梅田クリニック 058-295-5055 旦島 川出医院 058-264-8296 今町 杉山内科胃腸科クリニック 058-262-5572 西野町

○ ぎふ綜合健診センター 058-279-3399 日置江 江崎医院 058-251-4953 鹿島町 川村内科ハートクリニック 058-278-2310 下奈良 すごうクリニック 058-297-7131 菅生

○ こじま内科クリニック 058-232-8833 西中島 大塚レディスクリニック 058-248-8838 切通 カワムラヤスオメディカルソサエティ河村病院 058-241-3311 芥見大般若 すみクリニック 058-271-3301 光樹町

○ 小牧内科クリニック 058-253-7717 昭和町 大前医院 058-229-3131 太郎丸新屋敷 きさらぎ内科 058-252-2770 如月町 関谷内科外科病院 058-233-5333 北島

○ 澤田病院 058-247-3355 野一色 おおにし内科クリニック 058-231-7009 長良校前町 岸本医院 058-232-2882 福光南町 千手堂病院 058-251-3218 千手堂中町

○ しもむら医院 058-262-3797 神室町 大橋・谷整形外科 058-272-0011 薮田南 北一色ファミリークリニック 058-249-3088 北一色 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック 058-216-0873 六条南

動 城南病院 058-273-8000 茜部新所 小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック 058-273-5250 加納栄町 木野村医院 058-253-6530 鏡島西 高木医院 058-232-3647 長良東郷町

○ 高井クリニック 058-247-2356 曙町 岡田内科 058-264-8777 高砂町 岐阜外科 058-248-6226 東中島 高橋医院 058-264-0372 徹明通り

○ 棚橋耳鼻咽喉科 058-263-4523 霞町 小木曽医院 058-262-2320 神田町 岐阜赤十字病院 058-231-2266 岩倉町 高橋産婦人科 058-263-5726 梅ヶ枝町

○ 戸谷内科 058-231-3969 大福町 小倉医院 058-231-1573 長良葵町 岐阜中央クリニック 058-215-9111 沖ノ橋 たかはし整形外科 058-271-6766 菊地町

○ 長良内科クリニック 058-242-9933 八代 尾関医院 058-272-1701 加納本町 岐阜清流病院 058-239-8111 川部 竹内医院 058-272-1083 茜部野瀬

〇 平野総合病院 058-239-2325 黒野 おぜきクリニック 058-267-1811 長住町 岐阜ハートセンター 058-277-2277 薮田南 竹田クリニック 058-254-0066 河渡

○ 平和通ハート内科 058-210-1192 平和通 おのぎクリニック 058-295-1500 萱場南 岐阜なかの内科・内視鏡クリニック 058-387-8700 柳津町丸野 たけだ内科クリニック 058-241-1200 岩滝西

○ 本荘内科・呼吸器科 058-251-2530 早苗町 おひさま診療所 058-274-5530 茜部寺屋敷 岐阜病院 058-245-8171 日野東 たけのうちクリニック 058-279-5015 柳津町高桑

○ 操健康クリニック 058-276-3131 薮田南 折居クリニック 058-232-7800 鷺山北町 岐阜メイツ睡眠クリニック 058-272-9300 藪田南 たじりか医院 058-387-6367 柳津町蓮池

○ みながわ内科・循環器科クリニック 058-234-8077 折立 オリーブ内科・外科クリニック 058-297-7778 大福町 岐北クリニック 058-234-5555 洞 立山クリニック 058-234-7779 古市場神田

○ ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ 058-231-3029 長良東 各務医院 058-237-2463 粟野東 くまざき内科 058-279-1880 日置江 たてべファミリークリニック 058-296-1231 福光東

動 守屋医院 058-251-1783 柳川町 かさい内科クリニック 058-239-0770 上尻毛日吉 くらまえ診療所 058-246-9100 蔵前 たなかクリニック 058-244-0224 芥見野畑

○ 山内ホスピタル 058-276-2135 市橋 かさい内科小児科皮ふ科 058-253-3305 西荘 黒田内科クリニック 058-270-0500 柳津町上佐波西 たなか耳鼻咽喉科 058-268-8087 茜部中島

あいかわ橋クリニック 058-241-3431 向加野 加藤医院 058-252-2590 長住町 くわたクリニック 058-297-1101 鷺山東 棚橋内科 058-247-7221 長森本町

あい健康クリニックやすえ 058-255-2677 鏡島南 加藤医院 058-243-1114 向加野 小坂内科 058-262-1517 神田町 谷本クリニック内科・耳鼻咽喉科 058-265-9636 長旗町

青木内科・眼科 058-232-5131 則武中 かとう整形外科クリニック 058-236-2927 粟野西 小島内科クリニック 058-246-6005 祈年町 谷村クリニック 058-234-8610 中西郷

あかなべクリニック 058-278-2555 茜部中島 加藤内科 058-251-8303 本荘 後藤医院 058-241-3363 芥見 たろう整形外科 058-297-2321 鷺山

あかなべひろせクリニック 058-275-1122 茜部菱野 加藤内科クリニック 058-262-0556 金屋町 後藤クリニック 058-245-1797 切通 近石病院 058-232-2111 光町

芥見診療所 058-243-1313 芥見長山 加藤脳神経外科クリニック 058-255-0363 長住町 ごとう整形外科 058-333-7446 福光南町 ときわクリニック 058-213-1205 上土居

東クリニック 058-239-6612 又丸宮東 かねまつ整形外科 058-279-3588 柳津町上佐波 さかい医院 058-259-3500 岩地 なかうずらクリニック 058-277-7757 中鶉

あんどう内科クリニック 058-262-2974 東駒爪町 かのう小児科 058-263-0256 金園町 坂井クリニック 058-232-5699 万代町 なかしま脳神経外科クリニック 058-215-8668 則武東

飯沼医院 058-262-1862 美江寺町 加納内科クリニック 058-275-3003 加納寿町 鷺山大橋内科医院 058-232-0715 鷺山 中島洋診療所 058-232-1493 白菊町

石川内科眼科 058-272-2079 加納長刀堀 加納内科リウマチ科・糖尿病内科クリニック 058-263-7711 住ノ江町 さぎ山クリニック 058-233-8733 鷺山北町 永田医院 058-229-2101 福富天神前

石川内科クリニック 058-247-0451 田神 加納渡辺病院 058-272-2129 加納城南通 さごうクリニック 058-274-3541 下川手 なかたにクリニック 058-249-0567 琴塚

石黒クリニック 058-231-1515 正木北町 鎌倉内科 058-251-0700 鍵屋西町 ささきクリニック 058-271-0610 清 なかのまちクリニック 058-275-5050 本荘中ノ町

石田内科 058-229-5530 福富出口 上久保内科クリニック 058-296-1360 長良小松町 さわむら医院 058-272-1755 西川手 中原クリニック 058-254-1711 浪花町

石原産婦人科 058-241-3535 芥見嵯峨 加野医院 058-262-0942 上新町 シティ・タワー診療所 058-269-3270 橋本町 長森さのクリニック 058-259-7890 長森本町

石村内科 058-232-6700 日光町 華陽診療所 058-272-5322 祈年町 篠田医院 058-263-2411 今川町 ながら耳鼻科・内科クリニック 058-210-2080 長良東

伊東内科クリニック 058-263-4495 白山町 河合内科医院 058-245-0564 金園町 柴田医院 058-252-1449 光明町 長良整形外科クリニック 058-296-2255 八代

いなば内科 058-263-0178 伊奈波通 かわぐちクリニック 058-264-7238 清住町 しま医院 058-233-8732 池ノ上町 夏目内科クリニック 058-253-3881 鏡島西

令和４年度 「特定健康診査」実施機関一覧表

実施機関 電話番号 所在地

実施機関 所在地

実施機関 電話番号 所在地

所在地 実施機関 電話番号電話番号

☆下記の実施機関から選択し、必ず、各自で特定健康診査の予約をしてから受診してください。
☆次の記号が付されている実施機関では、「特定保健指導」※も行っています。

「 ○ 」 ・・・ 動機付け支援、積極的支援の両方を実施
「 動 」 ・・・ 動機付け支援のみ実施
※特定健診の結果、メタボ該当等により、生活習慣の改善を必要とする方が対象
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