地域医師会
大垣市医師会

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
H31.3.18現在
医療機関名
代表者
郵便番号
所在地
浅井耳鼻科クリニック
浅井 俊一郎 503-0883 大垣市清水町27
浅野内科胃腸科クリニック
浅野 貴彦
503-0954 大垣市外花6-62
井口クリニック
井口 郁三
503-0014 大垣市領家町2-93
池田内科
池田 久基
503-0907 大垣市番組町2-16
石田内科
石田 英樹
503-0824 大垣市旭町2-1-1
市川外科
市川 茉莉
503-0976 大垣市南若森町328
稲川耳鼻咽喉科
稲川 俊太郎 503-0885 大垣市本町1-46
いはらクリニック
井原 頌
503-2221 大垣市青墓町1-131
岩田医院
岩田 幸多郎 503-0102 大垣市墨俣町墨俣1121-1
大井内科クリニック
渡辺 幸夫
503-0836 大垣市大井2-45
大垣セントラルクリニック
竹中 晃
503-2214 大垣市赤坂新田1-63-1
大垣徳洲会病院
間瀬 隆弘
503-0015 大垣市林町6-85-1
大橋医院
大橋 信昭
503-0897 大垣市伝馬町104-1
大屋クリニック
大屋 英樹
503-0946 大垣市浅中3-9-1
金森病院
金森 嵩
503-0034 大垣市荒尾町58
上石津診療所
河合 秀子
503-1622 大垣市上石津町上原1438
北村医院
北村 一巳
503-0015 大垣市林町1-50
倉橋クリニック
倉橋 忠司
503-0024 大垣市宿地町943-1
クリニックママ
古井 憲司
503-0807 大垣市今宿3-34-1
小嶋内科クリニック
小嶋 範子
503-0997 大垣市長松町1261-1
児玉レディスクリニック
児玉 浩
503-0889 大垣市高砂町1-31
近藤クリニック
近藤 潤一郎 503-0015 大垣市林町8-85-1
サクマ医院
佐久間 芳美 503-0805 大垣市鶴見町721-1
さとう内科クリニック
佐藤 まゆみ 503-0019 大垣市北方町4-103
しずさと診療所
柄澤 正人
503-0892 大垣市久徳町153-1
しみず消化器クリニック
清水 勇
503-0953 大垣市割田2-131-1
墨俣医院
熊﨑 俊樹
503-0103 大垣市墨俣町上宿874-1
竹中医院
加藤 悟司
503-0026 大垣市室村町1-54-2
たけもとこどもクリニック
竹本 靖彦
503-0835 大垣市東前3-4-1
田辺内科医院
若原 恵美子 503-0817 大垣市上面2-92-2
東島内科医院
東島 利夫
503-0877 大垣市御殿町1-56
とみだ内科
富田 眞司
503-0864 大垣市南頬町4-144
名和医院
名和 正
503-0002 大垣市開発町2-65-1
名和診療所
名和 由紀
503-0926 大垣市入方3-59-1
名和病院
名和 久
503-0893 大垣市藤江町6-50
西尾医院
西尾 駿伸
503-0878 大垣市竹島町43
沼口医院
沼口 諭
503-0023 大垣市笠木町650
ハットリレディスクリニック
服部 専英
503-0836 大垣市大井2-38-3
はやかわクリニック
早川 健司
503-0802 大垣市東町2-7-1
林外科クリニック
林 淳治
503-0936 大垣市内原1-167
ひのきこどもクリニック
佐久間 徹
503-0981 大垣市桧町896-1
平泉こどもクリニック
平泉 泰久
503-0955 大垣市友江2-109
細川おなかクリニック
細川 武彦
503-0858 大垣市世安町2-68-7
松岡医院
松岡 俊彦
503-0015 大垣市林町10-1307-3
真鍋医院
真鍋 豊
503-0825 大垣市花園町4-10-1
馬渕消化器内科クリニック
馬渕 信行
503-0901 大垣市高屋町1-54
万石小児科
清水 宗久
503-0812 大垣市万石1-260
むかわハートクリニック
武川 博昭
503-0865 大垣市寺内町3-53-1
村島内科
村島 謙
503-0923 大垣市船町5-11-2
森外科医院
森 直和
503-0031 大垣市牧野町3-50
森耳鼻咽喉科医院
森 芳郎
503-0015 大垣市林町7-672
もりレディースクラブクリニック
森 秀弘
503-0021 大垣市河間町1-13
やすだクリニック小児科・内科
安田 東始哲 503-0915 大垣市北切石町3-1-1
山川医院
山川 隆司
503-0885 大垣市本町1-82
山岸マタニティクリニック
山岸 敏浩
503-0876 大垣市俵町133
山中クリニック
山中 敏孝
503-0932 大垣市本今町187-1
ライトクリニック
月山 直人
503-0805 大垣市鶴見町226
渡辺内科クリニック
渡辺 和雄
503-0877 大垣市御殿町2-21
かんべ内科クリニック
神戸 栄喜
503-0973 大垣市木戸町2-80
ますえクリニック
増栄 成泰
503-0905 大垣市宮町1-1スイトテラス2Ｆ
赤坂あきたクリニック
秋田 國治
503-2201 大垣市草道島町508番地
大垣整形外科
古川 武光
503-0027 大垣市笠縫町454
大垣中央病院
臼井 正明
503-0025 大垣市見取町4-2
松岡内科クリニック
左合 哲
503-0856 大垣市新田町2-14
吉田内科
吉田 麗己
503-0984 大垣市綾野5-29
老健 サットヴァの園
江崎 孝行
503-0965 大垣市多芸島1-127-1
西濃病院
吉村
剛
503-0956 大垣市大外羽4-7

電話番号
0584-78-2242
0584-88-1201
0584-77-5355
0584-78-3306
0584-81-0022
0584-75-5078
0584-75-3387
0584-91-1121
0584-62-5305
0584-74-1192
0584-71-0163
0584-77-6110
0584-78-5305
0584-89-4681
0584-91-3331
0584-45-2014
0584-81-5072
0584-78-6632
0584-73-5111
0584-92-0077
0584-82-1155
0584-83-3900
0584-78-5683
0584-83-0788
0584-93-1170
0584-89-7107
0584-62-3311
0584-78-4531
0584-74-5400
0584-81-1511
0584-78-2268
0584-74-4114
0584-74-0170
0584-88-1511
0584-78-3111
0584-78-2427
0584-91-3406
0584-74-5550
0584-77-7735
0584-89-6565
0584-91-1551
0584-89-8778
0584-82-1192
0584-73-5391
0584-75-1211
0584-74-1511
0584-81-2019
0584-83-3677
0584-78-2718
0584-71-3111
0584-78-3387
0584-74-1888
0584-78-0011
0584-78-3227
0584-75-5688
0584-82-2151
0584-78-5041
0584-78-2266
0584-75-2666
0584-78-2266
0584-71-3311
0584-78-3058
0584-73-0377
0584-89-1948
0584-92-2188
0584-88-1788
0584-89-4551

