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
地域医師会
医療機関名
代表者
郵便番号
所在地
浅川 庄二
504-0822 各務原市蘇原栄町2-23
各務原市医師会 浅川クリニック
いちょう通り藤村クリニック
藤村 高陽
504-0815 各務原市蘇原東栄町2-100-1
いでぐち医院
出口 隆司
509-0126 各務原市鵜沼東町2-1-1
いなばファミリークリニック
門崎 徹
504-0926 各務原市上中屋町4-43
今尾医院
今尾 恒裕
504-0958 各務原市那加新加納町2126
いわたキッズクリニック
岩田 吉弘
504-0846 各務原市蘇原吉野町1-52-1
宇治循環器内科クリニック
宇治 正二
509-0106 各務原市各務西町6-40
内田医院
内田 俊樹
501-6026 各務原市川島松原町401-7
大橋クリニック
大橋 孝
509-0141 各務原市鵜沼各務原町5-171
おくだ内科
奥田 愛子
509-0146 各務原市鵜沼三ツ池町5-240
奥野医院
奥野 正隆
504-0835 各務原市那加雄飛ヶ丘町17-18
小野木医院
小野木 晃
504-0847 各務原市蘇原大島町5-167
各務原リハビリテーション病院
磯野 倫夫
509-0124 各務原市鵜沼山崎町6-8-2
香川医院
香川 泰生
504-0942 各務原市小佐野町6-86-1
かわさきクリニック
野々村 修
509-0147 各務原市鵜沼川崎町2-126-1
かわしまファミリークリニック
水井 愼一郎 501-6022 各務原市川島松倉町2370-50
木田医院ファミリークリニック
木田 惠次
504-0901 各務原市那加東新町2-150
小林内科
小林 博
509-0135 各務原市鵜沼羽場町3-173
酒井クリニック
酒井 聡
504-0825 各務原市蘇原柿沢町1-47
さくら胃腸科内科クリニック
細江 伸央
504-0907 各務原市那加住吉町1-48-1
佐々木クリニック
佐々木 栄作 504-0018 各務原市那加西市場町7-285-5
柴崎内科
柴崎 享
504-0005 各務原市那加柄山町103-5
しももとクリニック
下元 博史
504-0816 各務原市蘇原東島町3-163-3
そはら赤座医院
近藤 燮子
504-0824 各務原市蘇原旭町1-96-3
そはら永田クリニック
永田 和弘
504-0806 各務原市蘇原外山町2-71-1
高橋小児科・眼科
高橋 勤
504-0905 各務原市蘇原六軒町4-46
たけうち内科
竹内 美征
509-0141 各務原市鵜沼各務原町6-106-1
田中クリニック
田中 萃子
504-0021 各務原市那加前洞新町4-181-1
つかはら医院
塚原 八重子 504-0916 各務原市那加楠町45-68
恒川医院
恒川 明久
509-0125 各務原市鵜沼南町5-36
寺本こどもクリニック
寺本 貴英
509-0146 各務原市鵜沼三ツ池町3-426-1
永井内科消化器科
永井 弘文
504-0912 各務原市那加桜町3-282
永田産婦人科
永田 哲朗
504-0968 各務原市那加西野町190
永田内科
永田 正和
504-0968 各務原市那加西野町129
二宮医院
二宮 保典
504-0955 各務原市那加南栄町16-1
丹羽医院
丹羽 彦夫
504-0923 各務原市前渡西町3-18
にんじん通りハートクリニック
加川 憲作
509-0125 各務原市鵜沼南町2-130-5
林内科耳鼻咽喉科
林 眞功
504-0855 各務原市蘇原新栄町1-73-1
ひらの内科クリニック
平野 良尚
504-0831 各務原市蘇原瑞穂町3-76-1
ふせや小児科
伏屋 芳文
509-0126 各務原市鵜沼東町4-53
古田医院
古田 幸紀
509-0141 各務原市鵜沼各務原町4-316
三和皮フ科
三和 敏夫
504-0912 各務原市那加桜町2-368
村井医院
村井 ルリ子 509-0114 各務原市緑苑中2-93
村上医院耳鼻咽喉科
村上 力夫
504-0803 各務原市蘇原東門町2-78
山下クリニック 木村ファミリーｸﾘﾆｯｸ
山下 貢
509-0126 各務原市鵜沼東町4-178
YUKIこどもクリニック
小林 由季
504-0814 各務原市蘇原興亜町4-6-23
横山クリニック
横山 朝子
504-0011 各務原市那加北洞町1-414-4
横山病院
横山 ちはる 504-0964 各務原市那加元町8
わたべ皮フ科
渡部 裕子
504-0963 各務原市那加北栄町39-1
各務原病院
天野 宏一
504-0861 各務原市東山1-60
榊原整形外科
榊原 健彦
509-0141 各務原市鵜沼各務原町3-550-8
フェニックス総合クリニック
長縄 敏毅
509-0141 各務原市鵜沼各務原町6-50
あさの内科
浅野 昇悟
504-0829 各務原市蘇原希望町4-31-1
こども循環器クリニックくの小児科
久野 保夫
504-0804 各務原市蘇原新生町2-47
八木澤整形外科
八木澤 芳生 509-0106 各務原市各務西町3-31-1
なかハートクリニック
廣瀬 武司
504-0026 各務原市那加前野町3-167-1
おおの内科クリニック
大野 智彦
509-0144 各務原市鵜沼大伊木町2-85-1
さらの木皮膚科
森 康二
504-0855 各務原市蘇原新栄町1-11
のぎもりクリニック
野木森 一博 509-0135 各務原市鵜沼羽場町1-103
新加納内科
今尾 泰一郎 504-0958 各務原市那加新加納町1989
山田記念クリニック
鷲見 将平
509-0126 各務原市鵜沼東町5-39-1
横山産院
横山 栄祐
504-0831 各務原市蘇原瑞穂町2-60-1

電話番号
058-382-3166
058-383-0388
058-379-1200
058-382-1555
058-382-0048
058-383-6661
058-379-0270
058-389-2562
058-370-5350
058-370-5511
058-382-6165
058-382-0080
058-384-8485
058-383-8350
058-371-8588
0586-89-7800
058-383-5010
058-370-5577
058-382-1002
058-380-5150
058-371-6663
058-389-2800
058-389-8088
058-382-5822
058-371-0365
058-382-6277
058-384-3211
058-380-0525
058-382-3933
058-384-0047
058-385-5225
058-382-0446
058-382-0058
058-382-4839
058-382-0107
058-386-8622
058-384-0899
058-371-5511
058-383-0012
058-370-0606
058-370-0010
058-383-6800
058-370-7838
058-371-7650
058-384-5311
058-389-8395
058-371-1211
058-382-0119
058-380-7628
058-389-2228
058-370-5159
058-322-2000
058-322-9067
058-371-7333
058-370-9600
058-325-8081
058-370-0090
058-383-0255
058-370-5105
058-382-4969
058-384-8100
058-389-0311

