
藤井記念小西クリニック 0572-43-2188 笠原町

前川ファミリークリニック 0572-22-0682 錦町

○ 多治見市民病院 0572-22-5211 前畑町 水田クリニック 0572-22-5222 音羽町 ○ 東濃厚生病院 0572-68-4426 土岐町 ○ 久美愛厚生病院 0577-32-3378 中切町

安藤クリニック 0572-22-9388 豊岡町 むらせクリニック 0572-22-8499 三笠町 石田医院 0572-65-2390 陶町猿爪 ○ 高山赤十字病院 0577-32-1111 天満町

池庭医院 0572-22-1819 宮前町 ももいクリニック 0572-28-1011 前畑町 岩島医院 0572-68-6116 南小田町 いしうらクリニック 0577-62-9646 石浦町

市之倉診療所 0572-22-3811 市之倉町 わたなべクリニック 0572-26-8666 明和町 大湫病院 0572-63-2231 大湫町 岩塚クリニック 0577-37-3007 下岡本町

伊藤内科 0572-23-6578 太平町 勝股医院 0572-68-8896 稲津町小里 岩堤医院 0577-34-5188 森下町

太田医院 0572-22-0037 明治町 こせき醫院 0572-68-1177 一色町 えんやクリニック 0577-36-3353 上岡本町

おおむらクリニック 0572-25-0166 宝町 澤崎内科クリニック 0572-68-2525 益見町 折茂医院 0577-34-5025 昭和町

おかざきまりこクリニック 0572-27-1200 幸町 ○ 市立恵那病院 0573-20-1658 大井町 嶋崎内科医院 0572-67-2363 一色町 おがわクリニック 0577-37-7117 昭和町

岡山内科・消化器科クリニック 0572-21-1717 宝町 安部医院 0573-22-9777 長島町中野 セオ医院 0572-68-2733 寺河戸町 垣内医院 0577-72-4561 国府町広瀬町

笠原診療所はっとり医院 0572-44-2261 大畑町 飯地診療所 0573-22-3027 飯地町 タチ医院 0572-68-3043 土岐町 加藤医院 0577-32-0070 有楽町

かとうだいきクリニック 0572-26-8200 平和町 井口ハートクリニック 0573-25-0810 大井町 玉田医院 0572-69-2005 日吉町 亀山クリニック 0577-57-8881 名田町

希望ヶ丘クリニック 0572-25-8520 希望ヶ丘 岩村診療所 0573-43-2572 岩村町 東濃中央クリニック 0572-67-1118 松ヶ瀬町 桐生クリニック 0577-35-3030 桐生町

こいずみ岸川クリニック 0572-27-2481 小泉町 恵那ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 0573-20-1800 長島町正家 広瀬クリニック 0572-66-2112 穂並 河野ファミリークリニック 0577-32-1207 初田町

後藤医院 0572-43-2014 笠原町 おおさわ医院 0573-54-4976 明智町 瑞浪病院 0572-67-1221 寺河戸町 さもりファミリークリニック 0577-36-6711 新宮町

幸クリニック 0572-20-2055 幸町 大湫病院附属恵那診療所 0573-26-3531 大井町 明生クリニック 0572-68-0068 北小田町 しもじクリニック 0577-36-0770 松之木町

精華医院 0572-22-3623 白山町 おがわ医院 0573-26-5666 長島町永田 わだ内科外科クリニック 0572-68-3177 山田町 清水医院 0577-34-3600 千島町

多治見スマ－トクリニック 0572-21-1770 住吉町 尾崎医院 0573-54-2141 明智町 高桑内科クリニック 0577-36-1911 石浦町

タジミ第一病院 0572-22-5131 小名田町西ヶ洞 加藤クリニック 0573-25-6403 大井町 たかだクリニック 0577-34-8280 大門町

たじみ内科 0572-22-2333 広小路 上近藤診療所 0573-23-2231 中野方町 なかしまクリニック 0577-62-8820 昭和町

たじみすいみんクリニック 0572-56-7837 前畑町 上矢作病院 0573-47-2211 上矢作町 ○ 下呂温泉病院 0576-23-2233 森 長瀬内科 0577-57-9911 森下町

中央クリニック 0572-22-3530 日ノ出町 河上クリニック 0573-25-0551 長島町中野石田 阿部医院 0576-32-2025 金山町大船渡 西之一色内科クリニック 0577-32-0568 西之一色町

豊岡医院 0572-21-2868 豊岡町 さつき内科・小児科ｸﾘﾆｯｸ 0573-20-3350 大井町 おくむらクリニック 0576-25-6700 森 丹生川診療所 0577-78-1016 丹生川町町方

内科・心臓血管内科松下クリニック 0572-26-7890 根本町 十全堂医院 0573-23-2230 中野方町 黒木医院 0576-24-1303 森 ひさかね医院 0577-35-4788 西之一色町

仲西クリニック 0572-29-1181 明和町 田中クリニック 0573-43-0122 岩村町飯羽間 下呂市立小坂診療所 0576-62-2212 小坂町大島 山下医院 0577-34-0017 天満町

西尾クリニック 0572-24-0689 金岡町 長谷川皮膚科 0573-26-1831 東野 下呂市立金山病院 0576-32-2121 金山町金山

根本外科医院 0572-27-2821 高根町 蜂谷医院 0573-26-2346 大井町 下呂市立中原診療所 0576-28-2004 焼石

のむら・笠原クリニック 0572-45-1020 笠原町 林外科･内科 0573-26-5155 長島町中野 下呂市立馬瀬診療所 0576-47-2152 馬瀬数河

浜田・浅井医院 0572-22-0522 太平町 三郷診療所 0573-28-1070 三郷町佐々良木 小池医院 0576-25-6688 森 江尻内科クリニック 0577-74-0041 古川町上気多

林内科クリニック 0572-25-7755 栄町 森川クリニック 0573-26-2222 長島町中野 近藤医院 0576-25-4428 小川 大高医院 0577-73-2051 古川町杉崎

林かつひこ内科・循環器科 0572-20-2002 明和町 山岡診療所 0573-56-2655 山岡町上手向 中田医院 0576-52-1022 萩原町萩原 垣内クリニック 0577-73-5500 古川町貴船町

はら内科クリニック 0572-28-3223 大畑町西仲根 山田診療所 0573-54-2505 明智町 萩原北醫院 0576-52-3444 萩原町羽根 河合医院 0577-74-1333 古川町弐之町

光ヶ丘クリニック 0572-21-0510 光ヶ丘 度会医院 0573-26-2007 長島町中野 花田医院 0576-26-2036 御厩野 玉舎クリニック 0577-73-7676 古川町若宮

ふくい内科クリニック 0572-20-0660 松坂町 福井医院 0576-32-2151 金山町金山 飛騨市河合診療所 0577-65-2020 河合町角川

藤岡医院 0576-52-3033 萩原町萩原 飛騨市宮川診療所 0577-63-2009 野首

飛騨市民病院 0578-82-1150 神岡町東町

古川病院 0577-73-2234 古川町三之町

本町クリニック 0578-82-1177 神岡町船津

令和４年度 「特定健康診査」実施機関一覧表

実施機関 所在地 実施機関 所在地電話番号 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

恵那市

多治見市

飛騨市

下呂市

瑞浪市 高山市

☆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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