
伊藤医院 058-324-0030 北方 浅野医院 0584-43-0017 関ヶ原 ○ 揖斐厚生病院 0585-21-1181 三輪 ○ 関中央病院 0575-21-1080 平成通

いのうえクリニック 058-323-8077 芝原東町 国保関ヶ原診療所 0584-43-1122 関ヶ原 春日診療所 0585-58-0011 春日六合 ○ 中濃厚生病院 0575-22-2211 若草通

大野医院 058-324-0270 北方 関ケ原クリニック 0584-43-2999 関ヶ原 神田外科医院 0585-22-0230 脛永 あいデンタル・メディカルクリニック 0575-28-2016 山田

北方医院 058-324-0043 北方 久瀬診療所 0585-54-2040 東津汲 青山内科 0575-22-2202 関口町

北方ひまわりクリニック 058-320-0188 曲路 クリニックＩＢ 0585-22-0112 長良 阿知波医院 0575-22-3271 出来町

こやまかわせみクリニック 058-201-7775 高屋 小林医院 0585-23-1531 黒田 石木クリニック 0575-21-2233 西本郷通

齋藤リウマチ科内科整形外科 058-324-8000 栄町 安八診療所 0584-64-3616 南今ケ渕 坂内国保診療所 0585-53-2107 坂内広瀬 板取診療所 0581-57-2153 板取

さとうファミリークリニック 058-323-2511 小柳 石田医院 0584-64-2012 氷取 谷汲中央診療所 0585-56-3133 谷汲名札 乾医院 0575-46-2017 武芸川町高野

鹿野クリニック 058-324-1222 高屋白木 岩田内科クリニック 0584-63-0038 森部 長瀬診療所 0585-56-3003 谷汲長瀬 今峰クリニック 0575-21-0501 稲口

野口整形外科内科医院 058-320-3232 柱本 おおくま内科クリニック 0584-61-1215 東結 のだ医院 0585-22-3939 三輪 臼井ハツラツクリニック 0575-25-0330 鋳物師屋

東堀クリニック 058-320-1700 若宮 にわ整形外科 0584-62-7811 東結 野原クリニック 0585-22-0348 清水 おおすが内科クリニック 0575-46-8001 笠屋

山中ジェネラルクリニック 0584-63-2333 森部 はっとり整形外科 0585-23-1991 脛永浜下西 大高クリニック 0575-25-6886 倉知

吉田医院 0584-64-3800 城 藤橋国保診療所 0585-52-2110 東横山 岡田医院 0575-22-2078 本町

おぜ診療所 0575-25-0333 小瀬

○ 西美濃厚生病院 0584-33-2175 押越 おつじ内科クリニック 0575-48-0882 下有知

あいはら医院 0584-32-1001 宇田鷺打 川村医院 0575-22-2174 西田原

大橋整形外科 0584-33-2188 押越 荒川医院 0584-69-2383 大吉新田 ○ おおのクリニック 0585-35-0055 南方二度桜 こがねだ診療所 0575-28-6366 上白金

木村医院 0584-32-0063 押越 西脇医院 0584-69-5070 下大榑新田 大久保医院 0585-32-1510 黒野 桜台医院 0575-24-4100 桜台

さくまクリニック 0584-33-0117 押越 輪之内クリニック 0584-68-1008 四郷 国枝医院 0585-32-0023 黒野 佐野内科クリニック 0575-21-7701 中福野町

大晃堂内科 0584-32-0328 高田 クリニックラポール 0585-32-0033 大野 さわやか内科クリニック 0575-46-9361 山田

野村内科 0584-34-0017 石畑 小森内科クリニック 0585-34-1000 黒野 しまでらメディカルクリニック 0575-29-3383 小屋名

船戸外科内科クリニック 0584-35-3335 船附中代 たしろクリニック 0585-36-1168 下磯 下條内科クリニック 0575-22-5898 仲町

やまぐち内科クリニック 0584-32-0008 押越 大垣北クリニック 0584-27-1050 末守 若原整形外科 0585-34-3322 黒野 高井クリニック 0575-23-8877 稲口

養老整形外科 0584-34-3946 大跡 黒川胃腸科外科クリニック 0584-27-8800 北一色 竹内医院 0575-49-2003 下之保

下野内科 0584-27-7777 神戸 津保川診療所 0575-49-3016 富之保

高田医院 0584-27-2015 神戸 早川医院 0575-22-2138 元重町

田中医院 0584-27-2037 神戸 ○ 滝谷医院 0575-32-2303 下河和 林医院 0575-22-5531 平和通

○ 博愛会病院 0584-23-1120 垂井町 まつながファミリークリニック 0584-27-5231 神戸 ○ ふるた内科クリニック 0575-34-8808 蕨生 平岡医院 0575-46-3027 武芸川町谷口

多賀内科医院 0584-22-0107 表佐 ○ 美濃病院 0575-33-5050 中央 藤井クリニック 0575-25-0303 市平賀

はくあい内科クリニック 0584-24-1265 東神田 堅田外科 0575-35-1678 中央 洞戸診療所 0581-58-2201 洞戸市場

古井医院 0584-22-0031 垂井町 しのだファミリークリニック 0575-31-3011 生櫛東河原 真鍋内科 0575-24-0115 寿町

古川医院 0584-22-0811 楠田 ○ 新生病院 0585-45-3161 本郷 てらしまクリニック 0575-35-0102 段 恵みクリニック 0575-28-3120 小屋名

不破医院 0584-22-0126 宮代 いけだ整形外科リウマチクリニック 0585-45-3344 八幡 なかの内科クリニック 0575-31-0603 広岡町 安田医院 0575-22-1121 倉知

不破ノ関病院 0584-22-0411 垂井町 今村医院 0585-45-2133 池野 みうら内科・糖尿病クリニック 0575-31-4110 松栄町 やまとう内科クリニック 0575-25-0505 北仙房

安田医院 0584-22-3153 大石中野 ふじい内科クリニック 0585-44-2219 本郷 みの長村医院 0575-33-0138 美濃市

やまざきキッズクリニック 0584-23-0577 東神田 むらせファミリークリニック 0585-44-2727 池野

和田内科胃腸科 0584-23-2828 綾戸

電話番号 所在地所在地 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 電話番号

令和４年度 「特定健康診査」実施機関一覧表

実施機関

安八郡輪之内町

揖斐郡池田町

安八郡神戸町

本巣郡北方町 不破郡関ヶ原町

安八郡安八町

養老郡養老町

不破郡垂井町

揖斐郡大野町

美濃市

揖斐郡揖斐川町 関市

☆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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