地域医師会
恵那医師会

平成30年度 岐阜県風しん抗体委託検査事業 受託医療機関一覧表
H30.12.1現在
医療機関名
代表者
郵便番号
所在地
河村医院
河村廣子
508-0421 中津川市加子母5061-9
回生堂医院
田口泰
508-0351 中津川市付知町6859-3
深谷医院
深谷泰弘
508-0203 中津川市福岡1068
今井医院
今井直幸
508-0201 中津川市田瀬972-1
丹羽内科･ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
丹羽一善
508-0203 中津川市福岡939-16
みお医院
三尾寿樹
508-0309 中津川市付知町2711-1
林ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ
林弥生
508-0038 中津川市新町5-6
恵北医院
吉江研一
508-0037 中津川市えびす町3-25
田口医院
高村幸弘
508-0041 中津川市本町2-6-36
恵那医院
古栄美佳
508-0041 中津川市本町4-4-10
中津クリニック
上田宗
508-0041 中津川市本町4-2-28
つねだ整形外科･皮ふ科
常田 昌弘
508-0041 中津川市本町4-2-15
古瀬小児科クリニック
古瀬 眞砂子 508-0015 中津川市手賀野262-9
田口クリニック
田口 清男
508-0003 中津川市中一色町3-26
落合診療所
曽我 洋一
508-0006 中津川市落合989-9
中川医院
中川 俊郎
508-0006 中津川市落合207-5
笠木医院
笠木 徳三
509-9132 中津川市茄子川1597-43
ささきクリニック
佐々木 正志 508-0001 中津川市中津川1200-2
小島クリニック
小島 由城経 508-0001 中津川市中津川777-1
かぜと耳鼻咽喉科
風戸 亜以子 508-0031 中津川市宮前町1108-1
木村内科
木村 いずみ 508-0015 中津川市手賀野400-1
城山病院
赤座 薫
508-0101 中津川市苗木3725-2
蜂谷医院
征矢野 薫
509-7201 恵那市大井町174-20
林外科・内科
林 浩介
509-7205 恵那市長島町中野312-2
森川クリニック
森川 勁介
509-7205 恵那市長島町中野616
度会医院
度会 京子
509-7205 恵那市長島町中野301-6
長谷川皮膚科
長谷川 核三 509-7202 恵那市東野2017-7
上近藤診療所
近藤 千津子 509-8231 恵那市中野方町2301
十全堂医院
近藤 良三
509-8231 恵那市中野方町2764-1
たぐち耳鼻咽喉科
田口 欣秀
509-7205 恵那市長島町中野2-7-2
おがわ医院
小川 惠一
509-7204 恵那市長島町永田332-113
恵那ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ
高木 應俊
509-7203 恵那市長島町正家715-1
井口ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ
井口 智雄
509-7201 恵那市大井町1064-1
さつき内科･小児科ｸﾘﾆｯｸ
弓倉 宏志
509-7201 恵那市大井町1002-1
河上クリニック
河上 敬
509-7205 恵那市長島町中野19-4
尾崎医院
尾崎 透
509-7714 恵那市明智町874-3
おおさわ医院
大澤 耕太郎 509-7703 恵那市明智町109-17
田中クリニック
田中 一徹
509-7401 恵那市岩村町飯羽間2347-1
国保川上診療所
高橋 春光
509-9201 中津川市川上1437-1
国保蛭川診療所
高橋 春光
509-8301 中津川市蛭川2358-3
国保山岡診療所
改田 哲
509-7603 恵那市山岡町上手向595
国保岩村診療所
前野 禎
509-7403 恵那市岩村町1650-1
国保阿木診療所
船橋 浩一
509-7321 中津川市阿木219-1
国保坂下病院
酒井 雄三
509-9293 中津川市坂下722-1
市立恵那病院
浅野 雅嘉
509-7201 恵那市大井町2725
国保上矢作病院
西脇 巨記
509-7506 恵那市上矢作町3111-2
安部医院
安部 俊一
509-7205 恵那市長島町中野1-2-4
服部内科クリニック
服部 愛弘
508-0011 中津川市駒場1547-20
近藤クリニック
近藤 眞治
509-9232 中津川市坂下407-1
国保三郷診療所
重 光 良 雄 509-7124 恵那市三郷町佐々良木1836-1
古瀬医院
古 瀬 和 寛 508-0011 中津川市駒場1493-14
虹いろ在宅ケアクリニック
鷲 津 潤 爾 509-7201 恵那市大井町1134-82
上田医院
上田 雅和
508-0101 中津川市苗木7424
加藤クリニック
加藤 攻
509-7201 恵那市大井町2087-450
山田診療所
山田 章善
509-7705 恵那市明智町849-2
やまだ内科クリニック
山田 弘武
508-0001 中津川市中津川1150-1

電話番号
0573-79-2033
0573-82-2125
0573-72-2009
0573-72-4377
0573-72-5777
0573-82-5211
0573-65-2007
0573-66-1210
0573-65-2872
0573-66-1318
0573-66-3111
0573-65-5766
0573-65-7565
0573-65-4133
0573-69-3219
0573-69-5015
0573-68-7161
0573-62-3988
0573-65-0011
0573-62-3200
0573-65-8088
0573-66-1334
0573-26-2346
0573-26-5155
0573-26-2222
0573-26-2007
0573-26-1831
0573-23-2231
0573-23-2230
0573-26-3387
0573-26-5666
0573-20-1800
0573-25-0810
0573-20-3350
0573-25-0551
0573-54-2141
0573-54-4976
0573-43-0122
0573-74-2400
0573-45-2201
0573-56-2655
0573-43-2572
0573-63-2900
0573-75-3118
0573-26-2121
0573-47-2211
0573-22-9777
0573-65-8877
0573-70-1055
0573-28-1070
0573-62-3001
0573-22-9235
0573-66-7222
0573-25-6403
0573-54-2505
0573-62-7707

