
わたなべ内科クリニック 0574-23-1070 深田町 林医院 0574-65-2623 帷子新町 はやし内科 0572-53-1205 土岐口中町

東可児病院 0574-63-1200 広見 ひだまりファミリークリニック 0572-53-2220 肥田町肥田

○ 国保白鳥病院 0575-82-3131 白鳥町為真 藤掛内科 0574-59-2100 兼山 水野生々堂医院 0572-57-6005 妻木平成町

○ 国保和良診療所 0575-77-2311 和良町沢 藤掛病院 0574-62-0030 広見

○ 鷲見病院郡上健診センター 0575-83-0272 白鳥町白鳥 ○ 白川病院 0574-72-2222 白川町坂ノ東 堀澤医院 0574-61-0038 広見

○ 堀谷医院 0575-65-6868 八幡町中坪 伊佐治医院 0574-43-0011 八百津町八百津 みなもり内科クリニック 0574-60-4777 中恵土

石井医院 0575-82-2047 白鳥町白鳥 大賀医院 0574-73-1126 白川町赤河 わかやまクリニック 0574-60-1171 瀬田 ○ 城山病院 0573-66-1334 苗木

岡部内科 0575-88-3321 大和町剣 粕谷医院 0574-43-0035 八百津町八百津 ○ 中津川市民病院 0573-66-1456 駒場

沢崎医院 0575-82-2080 白鳥町為真 カブチ山田クリニック 0574-46-0035 七宗町神渕 今井医院 0573-72-4377 田瀬

慈恵中央病院 0575-79-2030 美並町大原 小林クリニック 0574-25-8077 坂祝町黒岩 上田医院 0573-66-7222 苗木

杉下医院 0575-67-2177 八幡町五町 佐藤クリニック 0574-43-1200 八百津町八百津 アカシクリニック 0574-66-6611 上恵土 恵那医院 0573-66-1318 本町

つるだクリニック 0575-72-0020 高鷲町大鷲 杉山クリニック 0574-54-3121 富加町羽生 可児医院 0574-67-0506 伏見 恵那山のぎつね診療所 0573-62-3001 駒場

八幡病院 0575-65-2151 八幡町桜町 田原医院 0574-53-5588 川辺町中川辺 田原医院 0574-67-0030 中 落合診療所 0573-69-3219 落合

ばんの内科 0575-79-2013 美並町白山 新田医院 0574-72-1503 白川町中川 たはら心臓血管ｸﾘﾆｯｸ 0574-67-0250 中 回生堂医院 0573-82-2125 付知町

森田医院 0575-82-6121 白鳥町向小駄良 濃飛ファミリークリニック 0574-53-3111 川辺町西栃井 御嵩クリニック 0574-67-5757 御嵩 笠木医院 0573-68-7161 茄子川

大和医院 0575-88-2811 大和町徳永 東白川村国保診療所 0574-78-2023 東白川五加 桃井病院 0574-67-2108 中 川上診療所 0573-74-2400 川上

和知すこやかクリニック 0574-43-3001 八百津町和知 河村医院 0573-79-2033 加子母

木村内科 0573-65-8088 手賀野

恵北医院 0573-66-1210 えびす町

○ 太田病院 0574-26-1251 太田町 ○ ききょうの丘健診プラザ 0572-56-0115 土岐ヶ丘 小島クリニック 0573-65-0011 中津川

○ 岐阜健康管理センターすこやかクリニック 0574-25-2555 西町 ○ 可児とうのう病院 0574-25-3113 土田 安藤整形外科 0572-55-5532 肥田浅野朝日町 近藤クリニック 0573-70-1055 坂下

○ 総合保健センター 0574-25-5324 西町 Akiなかむらクリニック 0574-60-2300 坂戸 井箟医院 0572-57-6906 下石町 ささきクリニック 0573-62-3988 中津川

○ 中部国際医療センター 0574-66-1570 健康のまち あんどうクリニック 0574-63-6611 下恵土 いしぐろクリニック 0572-53-1496 泉町 田口医院 0573-65-2872 本町

いこまﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 0574-54-1233 加茂野町市橋 今井内科 0574-26-1234 今渡 加藤外科皮膚科 0572-55-3982 泉町久尻 竹内医院 0573-82-3882 付知町

うえだクリニック 0574-26-2281 下米田町小山 牛丸内科 0574-63-1611 下恵土 加藤耳鼻咽喉科 0572-55-3722 泉岩畑町 つねだ整形外科・皮ふ科 0573-65-5766 本町

黒岩内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 0574-26-0525 太田本町 梶の木内科医院 0574-60-3222 川合 河合クリニック 0572-55-6155 泉町久尻 中川医院 0573-69-5015 落合

こくぼクリニック 0574-28-0133 本郷町 可児さとう内科 0574-66-8080 土田 川越クリニック 0572-58-0033 妻木町 中津川市国民健康保険阿木診療所 0573-63-2900 阿木

こじま内科循環器科 0574-66-5551 太田町 こんどう内科クリニック 0574-60-2345 羽崎 熊谷医院 0572-55-2008 泉郷町 中津川市国民健康保険坂下診療所 0573-75-3118 坂下

さぐち内科 0574-27-7314 加茂野町今泉 桜ケ丘クリニック 0574-64-4588 桜ヶ丘 佐分利クリニック 0572-55-0066 土岐口南町 中津クリニック 0573-66-3111 本町

土屋クリニック 0574-28-5955 蜂屋町中蜂屋 桜ヶ丘診療所 0574-64-1825 桜ヶ丘 鈴木医院 0572-55-7111 泉岩畑町 にしおクリニック 0573-66-7077 中津川

西田醫院 0574-28-3371 本郷町 さつきクリニック 0574-56-1077 皐ケ丘 すずき整形外科 0572-54-0810 土岐口中町 丹羽内科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 0573-72-5777 福岡

野尻整形外科 0574-25-3500 太田町 杉山こどもクリニック 0574-63-5100 下恵土 高井病院 0572-57-6516 妻木町 服部内科クリニック 0573-65-8877 駒場

野尻内科医院 0574-24-0633 下米田町今 たかぎ内科 0574-25-7181 土田 タカギクリニック 0572-55-3959 泉神栄町 林メディカルクリニック 0573-65-2007 新町

林クリニック 0574-28-8899 前平町 武市クリニック 0574-25-1138 今渡 陶生堂医院 0572-59-2171 駄知町 蛭川診療所 0573-45-2201 蛭川

日江井外科 0574-25-2624 古井町下古井 たなかハートクリニック 0574-62-9522 今渡 ときつクリニック 0572-56-6200 土岐口中町 深谷医院 0573-72-2009 福岡

堀部医院 0574-25-2910 蜂屋町下蜂屋 中島クリニック 0574-65-8833 東帷子 土岐市立総合病院 0572-55-2111 土岐津町土岐口 ふなはしファミリークリニック 0573-68-2799 茄子川

みのかも西クリニック 0574-28-5310 西町 西可児医院 0574-65-0123 帷子新町 土岐内科クリニック 0572-53-0656 肥田浅野笠神町 古橋内科クリニック 0573-66-3915 津島町

安田内科クリニック 0574-27-5088 田島町 濃成病院 0574-62-1100 広見 中島医院 0572-55-3225 泉町久尻 みお医院 0573-82-5211 付知町

山手クリニック 0574-28-5611 田島町 はたのクリニック 0574-62-7501 下切 西尾産婦人科 0572-55-1211 泉大島町 やまだ内科クリニック 0573-62-7707 中津川

渡辺医院 0574-25-2625 太田町

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

美濃加茂市
可児市

加茂郡

郡上市

土岐市

中津川市

可児郡御嵩町

☆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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