
みずの内科・外科クリニック 058-259-6777 領下

みどり病院 058-241-0681 北山 今尾医院 058-382-0048 那加新加納町 のぎもりクリニック 058-370-5105 鵜沼羽場町

宮﨑千惠婦人クリニック 058-233-5553 長良 宇治循環器内科クリニック 058-379-0270 各務西町 林内科耳鼻咽喉科 058-371-5511 蘇原新栄町

七郷クリニック 058-234-5155 西改田上の町 三好内科医院 058-246-1577 北一色 内田医院 0586-89-2562 川島松原町 ひらの内科クリニック 058-383-0012 蘇原瑞穂町

成瀬クリニック 058-241-1101 日野東 村瀬内科胃腸科クリニック 058-231-4481 美島町 おおの内科内視鏡クリニック 058-370-0090 鵜沼大伊木町 フェニックス総合クリニック 058-322-2000 鵜沼各務原町

新美クリニック 058-252-0213 都通 むらのわクリニック 058-230-8088 川部 大橋クリニック 058-370-5350 鵜沼各務原町 ふせや小児科 058-370-0606 鵜沼東町

西野町クリニック 058-262-8559 西野町 森医院 058-245-1919 蔵前 おくだ内科 058-370-5511 鵜沼三ツ池町 古田医院 058-370-0010 鵜沼各務原町

野々村医院 058-239-0036 黒野 森医院 058-251-4452 香取町 小野木医院 058-382-0080 蘇原大島町 村上医院耳鼻咽喉科 058-371-7650 蘇原東門町

はしもと内科 058-245-5641 岩地 もりおか内科 058-248-8008 日野南 各務原第一外科 058-382-3399 蘇原青雲町 山田記念クリニック 058-384-8100 鵜沼東町

波多野泌尿器科皮ふ科医院 058-294-6201 八代 森内科クリニック 058-254-8200 鹿島町 各務原にこファミリークリニック 058-383-2555 那加土山町 　 横山クリニック 058-371-1211 那加北洞町

林外科内科 058-241-7707 芥見南山 安江内科クリニック 058-248-2266 雪見町 各務原病院 058-389-2228 東山 米倉胃腸科クリニック 058-370-0781 鵜沼西町

阪野クリニック 058-213-1199 清住町 安江病院 058-253-7745 鏡島西 各務原リハビリテーション病院 058-384-8485 鵜沼山崎町

はやし内科クリニック 058-245-1960 領下 柳津病院 058-388-3838 柳津町宮東 かわさきクリニック 058-371-8588 鵜沼川崎町

日野医院 058-294-5677 西島町 やまが整形外科 058-264-8822 真砂町 かわしまファミリークリニック 0586-89-7800 川島町松倉町

ひろせ内科 058-239-5101 下鵜飼 やまだ整形外科・内科クリニック 058-270-1777 柳津町下佐波 木田医院ファミリークリニック 058-383-5010 蘇原希望町 ○ 岐北厚生病院 0581-22-1811 高富

広瀬内科医院 058-273-5330 加納上本町 山田病院 058-254-1411 寺田 木村ファミリークリニック 058-384-5311 鵜沼東町 ○ 鳥沢クリニック 0581-22-1088 高木

福富医院 058-238-8555 安食 山田メディカルクリニック 058-265-1411 東金宝町 五島医院 058-384-0122 各務おがせ町 あらいクリニック 0581-23-1188 高富

福富胃腸クリニック 058-265-6161 長住町 山本医院 058-252-0790 桜通 小島ファミリークリニック 058-382-3993 大野町 臼井内科医院 0581-52-2030 富永

ふじさわクリニック 058-237-7200 三田洞 よしだスマイルクリニック 058-255-2505 本荘西 小林内科 058-370-5577 鵜沼羽場町 宇野クリニック 0581-27-2100 伊佐美

古田産科婦人科クリニック 058-265-2395 金町 よしだファミリークリニック 058-248-1118 竜田町 榊原整形外科 058-370-5159 鵜沼各務原町 遠渡内科 0581-27-2888 東深瀬

不破クリニック 058-229-6081 太郎丸北郷 よしの内科クリニック 058-248-7811 北一色 さくら胃腸科内科クリニック 058-380-5150 那加住吉町 鳥澤医院 0581-36-2311 大森

細川医院 058-262-6333 江川町 レディースクリニックまぶち 058-297-1103 正木北町 佐々木クリニック 058-371-6663 那加西市場 なりみやクリニック 0581-22-1213 高富

細野医院 058-233-6620 福光西 六条わたなべ内科 058-277-3604 六条南 柴崎内科 058-389-2800 那加柄山町 にのみやクリニック 0581-22-1717 高富

ほそばたクリニック 058-249-3311 細畑 和田医院 058-242-3732 芥見東山 しももとクリニック 058-389-8088 蘇原東島町 早川胃腸科外科クリニック 0581-52-1212 岩佐

本多医院 058-247-7500 琴塚 和田内科クリニック 058-297-2676 長良 新加納内科 058-382-4969 那加新加納町 やまもと整形外科 0581-27-0710 高富

増田医院 058-237-4000 粟野東 渡辺内科 058-266-1717 住田町 そはら赤座医院 058-382-5822 蘇原旭町

又丸診療所 058-234-4747 又丸 わたなべ内科クリニック 058-294-2223 福光東 そはら整形外科 058-371-8177 蘇原青雲町

まついファミリアクリニック 058-233-2345 福光東 そはら永田クリニック 058-371-0365 蘇原外山町

松井医院 058-229-5655 石原 高橋小児科眼科 058-382-6277 蘇原六軒町 ○ まつなみ健康増進クリニック 058-387-2128 泉町

松岡整形外科・内科　リハビリテーション 058-266-6888 東金宝町 たけうち内科 058-384-3211 鵜沼各務原町 愛生病院 058-388-3300 円城寺

まつおクリニック 058-275-2345 茜部新所 動 あさの内科 058-322-9067 蘇原希望町 田中クリニック 058-380-0525 那加前洞新町 伊藤内科 058-387-2257 上本町

松田内科クリニック 058-240-7501 水海道 ○ 酒井クリニック 058-382-1002 蘇原柿沢町 つかはら医院 058-382-3933 那加楠町 岩村医院 058-387-0180 門間

松原医院 058-388-0121 柳津町丸野 ○ 村井医院 058-370-7838 緑苑中 恒川医院 058-384-0047 鵜沼南町 片山クリニック 058-388-8700 田代

真鍋産婦人科 058-262-3224 金宝町 動 横山病院 058-382-0119 那加元町 東海中央病院 058-382-3101 蘇原東島町 こめの医院 058-387-6010 米野

馬渕医院 058-251-0955 都通 浅川クリニック 058-382-3166 蘇原栄町 なかハートクリニック 058-325-8081 那加前野町 杉山内科医院 058-388-3600 奈良町

まるの内科クリニック 058-387-8282 柳津町丸野 あちわ内科胃腸科 058-370-5959 鵜沼東町 永井内科・消化器科 058-382-0446 那加桜町 内科小児科小寺医院 058-387-4504 美笠通

三浦医院 058-251-9038 鏡島精華 いけだ内科クリニック 058-380-3511 蘇原花園町 永田内科 058-382-4839 那加西野町 羽島クリニック 058-387-6161 門間

操外科病院 058-262-7711 四屋町 いちょう通り藤村クリニック 058-383-0388 蘇原東栄町 二宮医院 058-382-0107 三井町 ひらたクリニック 058-387-3378 田代

みさお内科外科胃腸科 058-275-6660 加納竜興町 いでぐち医院 058-379-1200 鵜沼東町 西野クリニック 058-371-0500 三井町 松波総合病院 058-388-0111 田代

三里診療所 058-274-1414 六条北 いなばファミリークリニック 058-382-1555 上中屋町 丹羽医院 058-386-8622 前渡西町 吉田胃腸科 058-387-2217 門前町

水谷医院 058-275-7428 加納朝日町 いまいクリニック 058-383-8350 小佐野町 にんじん通りハートクリニック 058-384-0899 鵜沼南町

所在地

令和４年度 「特定健康診査」実施機関一覧表

電話番号 所在地 実施機関 電話番号実施機関

電話番号 所在地

実施機関 電話番号 所在地

実施機関

岐阜市（つづき）

☆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

羽島郡笠松町

山県市

各務原市
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