
山田医院 058-392-2313 上中町長間 とみだ内科 0584-74-4114 南頬町

渡邉医院 058-392-2223 竹鼻町 長沢整形外科 0584-92-2233 稲葉東

○ 北田内科クリニック 058-278-1030 下印食 ○ 大垣徳洲会病院 0584-84-2015 林町 なわ医院・乳腺クリニック 0584-74-0170 開発町

○ サンライズクリニック 058-247-3307 野中 ○ 岐阜健康管理センター　大垣支部 0584-71-9782 大井 西尾医院 0584-78-2427 竹島町

赤座医院上印食診療所 058-247-2626 上印食 ○ 名和病院 0584-78-3111 藤江町 沼口医院 0584-91-3406 笠木町

安藤内科おなかクリニック 058-245-3300 上印食 伊藤内科・神経科 0584-55-0045 南濃町駒野 赤坂あきたクリニック 0584-71-3311 草道島町 はしもと内科 糖尿病・内分泌クリニック 0584-87-0050 築捨町

おくむらメモリークリニック 058-215-5509 下印食 稲田クリニック 0584-66-2700 平田町今尾 浅野内科胃腸科クリニック 0584-88-1201 外花 はやかわクリニック 0584-77-7735 東町

おおしろ内科 058-249-1366 野中 大井耳鼻咽喉科 0584-56-2511 南濃町松山 井口クリニック 0584-77-5355 領家町 林メディカルクリニック 0584-89-6565 内原

岡山クリニック 058-268-0307 徳田 おおや内科循環器科 0584-53-0899 海津町内記 池田内科 0584-78-3306 番組町 細川おなかクリニック 0584-82-1192 世安町

河合内科クリニック 058-247-6630 八剣 岡田医院 0584-53-0051 海津町東小島 石田内科 0584-81-0022 旭町 ますえクリニック 0584-75-0022 宮町

やまうちクリニック 058-215-7771 八剣北 可知医院 0584-56-1044 南濃町太田 市川外科 0584-75-5078 南若森町 松岡医院 0584-73-5391 林町

渡辺小児科 058-246-8882 八剣 かわい整形外科 0584-66-3569 平田町三郷 いはらクリニック 0584-91-1121 青墓町 松岡内科クリニック 0584-89-1948 新田町

小坂井レディスクリニック 0584-53-3388 海津町馬目 岩田医院 0584-62-5305 墨俣町墨俣 真鍋医院 0584-75-1211 花園町

榊原医院 0584-66-2417 平田町三郷 梅村皮膚科内科 0584-88-0080 上屋 馬渕消化器内科クリニック 0584-74-1511 高屋町

辻中医院 0584-66-2600 平田町今尾 大井内科クリニック 0584-74-1192 東前 むかわハートクリニック 0584-83-3677 寺内町

○ 羽島市民病院 058-393-0111 馬場上光町 寺倉医院 0584-67-3023 平田町幡長 大垣整形外科 0584-78-3058 笠縫町 村島内科 0584-78-2718 船町

青山内科 058-392-3821 竹鼻町 とみなり整形外科 0584-53-4118 海津町馬目 大垣セントラルクリニック 0584-71-0163 赤坂新田 森外科医院 0584-71-3111 牧野町

あさこうクリニック 058-391-1133 福寿町浅平 中尾皮フ科クリニック 0584-56-0300 南濃町田鶴 大垣中央病院 0584-73-0377 見取町 やすだクリニック小児科・内科 0584-78-0011 北切石町

浅野内科こどもクリニック 058-393-2811 福寿町浅平 野村クリニック 0584-59-0070 南濃町太田 大垣バイパス医院 0584-81-6781 中野町 山川医院 0584-78-3227 本町

あまきクリニック 058-394-1278 竹鼻町丸の内 ひばりクリニック 0584-55-2131 南濃町駒野 大橋医院 0584-78-5305 伝馬町 山岸マタニティクリニック 0584-75-5688 俵町

いのうえ整形外科 058-394-1355 江吉良町 森木医院 0584-56-2311 南濃町松山 大屋クリニック 0584-89-4681 浅中 山中クリニック 0584-82-2151 本今町

岩佐医院 058-392-8888 正木町坂丸 奥田整形外科 0584-89-7222 新田町 吉田内科 0584-92-2188 綾野

いわたクリニック 058-394-3017 正木町上大浦 金森病院 0584-91-3331 荒尾町 ライトクリニック 0584-78-5041 鶴見町

大島内科クリニック 058-391-0707 竹鼻町共栄町 かんべ内科クリニック 0584-75-2666 木戸町 和田医院 0584-91-4000 荒尾玉池

小川医院 058-398-3211 下中町城屋敷 ○ 広瀬内科クリニック 058-326-7773 別府 くさかべ整形外科 0584-77-0660 波須 渡辺内科クリニック 0584-78-2266 御殿町

小田内科 058-392-1225 足近町 ○ 吉村内科 058-327-0020 別府 倉橋クリニック 0584-78-6632 宿地町

加地内科 058-392-6688 足近町 明石クリニック 058-201-1311 馬場上光町 大垣市国民健康保険上石津診療所 0584-45-2014 上石津町上原

河合胃腸科クリニック 058-392-5118 竹鼻町狐穴 宇土医院 058-327-5513 馬場小城町 小嶋内科クリニック 0584-92-0077 長松町

かわむら内科胃腸科 058-392-2281 舟橋町 国枝医院 058-327-2835 牛牧 後藤医院 0584-78-1008 錦町 ○ 堀部クリニック 058-324-8181 仏生寺

黒田医院 058-398-8201 桑原町八神 さくらクリニック 058-325-0570 稲里 近藤クリニック 0584-83-3900 林町 糸貫内科クリニック 058-323-7117 三橋

さの内科クリニック 058-391ｰ8802 小熊町島 佐竹整形外科 058-326-2022 穂積 サクマ医院 0584-78-5683 鶴見町 えさきクリニック 058-320-2800 三橋

田中整形外科 058-391-8555 正木町大浦 サンシャインＭ＆Ｄクリニック 058-329-5522 本田 さとう内科クリニック 0584-83-0788 北方町 国枝医院 0581-34-2262 文殊

丹菊整形外科 058-391-1411 小熊町島 高木クリニック 058-328-5577 古橋 三城クリニック 0584-81-8585 上面 本巣市国民健康保険根尾診療所 0581-38-2571 根尾樽見

陳産婦人科 058-391-4188 小熊町島 所内科医院 058-327-3773 別府 しずさと診療所 0584-93-1170 久徳町 本巣市国民健康保険本巣診療所 0581-32-5211 神海

ながき内科クリニック 058-393-0077 舟橋町宮北 名和内科 058-328-3311 重里 しみず消化器クリニック 0584-89-7107 割田 白木医院 058-323-0357 下真桑

長良川クリニック 058-392-2525 竹鼻町梅ヶ枝町 福田内科医院 058-327-0721 本田 墨俣医院 0584-62-3311 墨俣町上宿 つじクニック 058-320-5200 七五三

羽島整形外科・皮膚科 058-394-1511 船橋町宮北 ほづみ整形外科医院 058-326-5000 別府 竹中医院 0584-78-4531 室村町 なかしま医院 058-320-3838 早野

羽島皮膚科・内科 058-392-1226 竹鼻町丸の内 みずほクリニック 058-327-5252 本田 竹中胃腸科 0584-74-1283 宮町 まくわクリニック 058-323-9199 軽海

不破医院 058-391-2238 正木町不破一色 三輪クリニック 058-328-7323 森 田辺内科医院 0584-81-1511 上面 本巣内科クリニック 0581-34-4643 曽井中島

丸の内クリニック 058-393-0765 竹鼻町丸の内 若園医院 058-328-2021 唐栗 東島内科医院 0584-78-2268 御殿町

村上診療所 058-216-7722 竹鼻町狐穴

所在地実施機関 電話番号 所在地

所在地

電話番号実施機関

令和４年度 「特定健康診査」実施機関一覧表

所在地実施機関 電話番号実施機関 電話番号

【注意】

羽島郡岐南町

羽島市

瑞穂市

海津市

本巣市

大垣市

☆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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