
名古屋市北区　※五十音順

愛知健康増進財団 北区 清水 きたお耳鼻咽喉科 北区 上飯田西町 津村こどもクリニック 北区 長喜町

あいやまクリニック 北区 黒川本通 きまたクリニック 北区 田幡 ときわ医院 北区 尾上町

青木医院 北区 金城町 きむらクリニック 北区 大曽根 中井内科医院 北区 志賀町

あさみクリニック 北区 上飯田通 金城クリニック 北区 金城 中切パークサイドクリニック 北区 中切町

あさみ耳鼻咽喉科医院 北区 敷島町 楠メンタルホスピタル 北区 五反田町 なごやかこどもクリニック 北区 平安

あじま眼科クリニック 北区 楠味鋺 工藤外科クリニック 北区 池花町 名古屋北クリニック 北区 丸新町

あじま診療所 北区 楠味鋺 くりきクリニック 北区 中味鋺 なごや内科整形婦人科 北区 楠

あだち内科クリニック 北区 中味鋺 クリニックきはま 北区 三軒町 如意皮ふ科 北区 苗田町

安藤医院 北区 清水 こうけつ耳鼻咽喉科 北区 楠 野口医院 北区 清水

飯田医院 北区 杉栄町 木の香往診クリニック 北区 駒止町 橋本整形外科クリニック 北区 萩野通

いざわ内科・消化器内科クリニック 北区 浪打町 こばやしこどもクリニック 北区 光音寺町 服部外科整形外科 北区 長喜町

いしぐろクリニック 北区 如意 小林内科 北区 黒川本通 花井産婦人科 北区 中丸町

板倉医院 北区 城東町 榊原内科診療所 北区 三軒町 ひらい内科クリニック 北区 山田

伊藤内科 北区 上飯田西町 さくらんぼクリニック 北区 田幡 平田レデースクリニック 北区 天道町

伊藤内科医院 北区 柳原 ささきクリニック 北区 彩紅橋通 ひろせ整形外科 北区 志賀本通

稲垣婦人科 北区 大曽根 澤野医院 北区 大野町 藤原医院 北区 清水

井上耳鼻咽喉科 北区 元志賀町 さんクリニック 北区 清水 堀田医院 北区 八代町

猪子内科クリニック 北区 清水 柴田内科クリニック 北区 会所町 堀口医院 北区 東味鋺

上野レディスクリニック 北区 大曽根 清水内科クリニック 北区 平安 ほりぐち眼科 北区 水草町

うさぎ耳鼻くびクリニック 北区 大曽根 城北クリニック 北区 黒川本通 まき小児科 北区 如意

浦野医院 北区 平安通 城見整形外科クリニック 北区 金城 水谷クリニック 北区 中丸町

うわとこクリニック 北区 大曽根 しんじょう皮フ科・胃腸科 北区 辻本通 みずのリハビリクリニック 北区 上飯田南町

おおすぎハツノ内科クリニック 北区 大杉 しんぽ整形外科 北区 苗田町 水野内科・消化器科クリニック 北区 志賀町

大曽根外科 北区 平安 杉野医院 北区 大杉町 宮永医院 北区 柳原

おおぞねメディカルクリニック 北区 平安 鈴木医院 北区 城東町 もしもしこどもクリニック 北区 柳原

おおぞね内科クリニック 北区 大曽根 すみれ野眼科医院 北区 大曽根 やながわクリニック 北区 大野町

太田整形外科 北区 中味鋺 セタクリニック 北区 黒川本通 やまざきクリニック 北区 大曽根

大山クリニック 北区 金城 たいようこどもクリニック 北区 黒川本通 山田クリニック 北区 八代町

おかひらクリニック 北区 辻本通 高橋メンタルクリニック 北区 大曽根 山田医院 北区 萩野通り

尾上クリニック 北区 上飯田通 竹内クリニック 北区 辻町 やまね病院 北区 楠味鋺

片山内科 北区 駒止町 竹内耳鼻咽喉科 北区 六ヶ池町 やまもとクリニック 北区 如意

加藤医院 北区 安井 たけなかクリニック 北区 大曽根 横井耳鼻咽喉科 北区 荻野通

加藤医院 北区 山田 たけなか外科内科こどもクリニック 北区 金城町 横田皮膚泌尿器科 北区 敷島町

上飯田泌尿器科内科クリニック 北区 八龍町 田中皮膚科 北区 平安 吉田眼科 北区 鳩岡町

かわなかクリニック 北区 川中町 タナベ眼科 北区 大曽根 若葉通クリニック 北区 若葉通

河村耳鼻咽喉科 北区 清水 近松医院 北区 平安 わたせ腎泌尿器科クリニック 北区 黒川本通

眼科とうもとクリニック 北区 如意 つがねクリニック 北区 安井 わたなべ内科クリニック 北区 水草町

北メンタルクリニック 北区 上飯田北町 津田クリニック 北区 田幡

【　患者さんへ　】 【　医院・クリニックの先生方へ　】

登録医院の詳細な情報は予約センターでご案内させて頂きます。 新規登録は随時行っております。

また、未登録医院もお調べしてご案内いたします。 名古屋市内の医療機関の先生は、「名古屋市医師会 会員用ホームページ」の「病診連携システム」

より、ご登録ください。

名古屋市外の医療機関の先生は、予約センターへお電話やFAXなどでお問い合わせください。

            総合上飯田第一病院　地域包括サポートセンター・予約センター

【　連携先医療機関一覧　※医院・ｸﾘﾆｯｸ　】

総合上飯田第一病院は地域医療連携を推進しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年4月20日現在）

 　　　　　                         電話番号；052-991-3560

　                        FAX番号；052-991-3544



名古屋市守山区　　　※五十音順 名古屋市東区　　※五十音順 名古屋市西区　　※五十音順

浅川医院 守山区 小幡中 あおばこどもクリニック 東区 出来町 あおい在宅診療所 西区 名西

うめむら眼科 守山区 大森 荒川医院 東区 泉 天野記念クリニック 西区 上名古屋

種田クリニック 守山区 白沢町 安心生活在宅クリニックあおい 東区 葵 いまず外科 西区 那古野

おがたファミリークリニック 守山区 緑ヶ丘 伊藤耳鼻咽喉科東診療所 東区 古出来 大漉内科 西区 大野木

おがわ内科クリニック 守山区 幸心 いとう整形外科・外科 東区 東大曽根町 かしまクリニック 西区 玉池町

おはなばたけクリニック 守山区 甘軒家 エムオーエー名古屋クリニック 東区 筒井 加藤寿クリニック 西区 八筋町

オリーブ在宅クリニック 守山区 永森町 太田眼科クリニック 東区 砂田橋 かとうホームクリニック 西区 城西

ききょう医院 守山区 上志段味 尾崎クリニック 東区 大曽根 かわい内科＆皮ふ科 西区 中小田井

きたやまファミリークリニック 守山区 小幡 オズモール内科クリニック 東区 東大曽根町 きとう小児科医院 西区 香呑町

鬼頭整形外科スポーツクリニック 守山区 大牧町 おなか内科東白壁クリニック 東区 芳野 キャッスルベルクリニック 西区 天塚町

きとうクリニック 守山区 廿軒家 小沼内科 東区 砂田橋 坂倉医院 西区 那古野

後藤皮膚科 守山区 西川原町 くるまみちクリニック 東区 筒井 桜井医院 西区 市場木町

こんどう内科クリニック 守山区 新城 洪内科クリニック 東区 葵 さぶり整形外科 西区 城西

佐藤クリニック 守山区 長栄 ココカラウィメンズクリニック 東区 泉 じょうど医院 西区 笠取町

さとし耳鼻咽喉科クリニック 守山区 瀬古東 ココカラハートクリニック 東区 泉 庄内通レディースクリニック 西区 香呑町

佐野外科 守山区 村合町 小林メンタルクリニック 東区 葵 新道内科クリニック 西区 新道

しば内科クリニック 守山区 小幡南 近藤医院 東区 出来町 玉井眼科 西区 南川町

神保外科 守山区 小幡中 佐藤内科 東区 新出来 てらべ整形外科 西区 野南町

新守山クリニック 守山区 鳥羽見 CCクリニック 東区 泉 なかむら内科 西区 上名古屋

生協もりやま診療所 守山区 小幡 しらかべ耳鼻科・小児科 東区 芳野 橋川クリニック 西区 花の木

せこ内科クリニック 守山区 瀬古 しらかべ内科　糖尿病・高血圧・甲状腺クリニック 東区 白壁 林整形外科クリニック 西区 花原町

たけうちクリニック 守山区 森孝 新栄リウマチ膠原病・内科クリニック 東区 葵 はやしクリニック 西区 栄生

田中悦夫耳鼻咽喉科 守山区 森宮町 大幸砂田橋クリニック 東区 大幸 皮フ科　須藤医院 西区 浅間

たなかこどもクリニック 守山区 八反 高橋内科クリニック 東区 上竪杉町 ふじたファミリークリニック 西区 五才美町

にししろクリニック 守山区 西城 出来町クリニック 東区 新出来 まえかわ耳鼻咽喉科 西区 鳥見町

長谷川内科 守山区 幸心 徳川かとうクリニック 東区 徳川 松井醫院 西区 上名古屋

ハローキッズクリニック 守山区 平池東 徳川皮フ科内科クリニック 東区 山口町 松葉内科 西区 笹塚町

ひえだ内科クリニック 守山区 小幡南 ナゴヤドーム診療所 東区 大幸南　 松原眼科院 西区 浄心本通

樋口整形外科 守山区 喜多山 丹羽医院 東区 徳川町 水野ハートクリニック 西区 香呑町

ひろし整形外科 守山区 森宮町 長谷川外科 東区 徳川町 康友クリニック 西区 浮野町

古沢クリニック 守山区 小幡中 はまうづクリニック 東区 砂田橋 米川医院 西区 花の木

ものえ内科クリニック 守山区 向台 林整形外科 東区 矢田 渡辺医院 西区 庄内通

守山内科・守山健康管理センター内科守山区 新守山 日比耳鼻咽喉科 東区 砂田橋

もりやまファミリークリニック 守山区 瀬古東 平樹クリニック 東区 古出来

やまの耳鼻咽喉科クリニック 守山区 小幡 堀内内科消化器科クリニック 東区 芳野

ゆりクリニック名古屋東 守山区 上志段味 MIWA内科胃腸科CLINIC葵 東区 葵

よしだ内科眼科クリニック 守山区 永森町 もくれんクリニック 東区 泉

森本医院 東区 矢田

八木内科クリニック 東区 矢田



春日井市　　※五十音順 豊山町
朝倉眼科クリニック 春日井市 朝宮町 とよ山内科クリニック 西春日井郡 豊山町

アルファクリニック 春日井市 朝宮町 わかばファミリークリニック 西春日井郡 豊山町

石黒内科クリニック 春日井市 朝宮町

春日井眼科クリニック 春日井市 松新町

かちがわ眼科クリニック 春日井市 大和通

くまい医院 春日井市 妙慶町

こばやしクリニック 春日井市 中野町

さかきばらクリニック 春日井市 如意申町

整形外科つのだクリニック 春日井市 二子町

内科眼科ゆたかクリニック 春日井市 味美町

灰本クリニック 春日井市 弥生町

平田眼科 春日井市 瑞穂通

ふく田整形外科 春日井市 朝宮町

二子山ファミリークリニック 春日井市 二子町

増田医院 春日井市 二子町

山際クリニック 春日井市 小野町

山﨑眼科 春日井市 中新町



名古屋市内（その他区）　※五十音順

相生山病院 緑区 藤塚 加藤クリニック 中川区 神郷町 ドクターマリ・クリニック　栄院 中区 栄 星ヶ丘内科・小児科 千種区 井上町

相川みんなの診療所 緑区 相川 上社眼科 名東区 上社 ながい消化器内科クリニック 千種区 東山通 毎日ドクター 中村区 名駅

あいち診療所野並 天白区 福池 かわぐちクリニック 瑞穂区 蜜柑山町 中村内科クリニック 中村区 野上町 まつかげ予防医学・健診センター 中川区 打出

青葉クリニック 中村区 十王町 眼科はせ川こうクリニック 緑区 兵庫 なかむら眼科 名東区 社口 まつき内科クリニック 昭和区 東畑町

赤羽乳腺クリニック 千種区 四谷通 北川内科 名東区 藤香町 名古屋金山駅ゆき乳腺クリニック 熱田区 金山町 マルモブレストクリニック 名東区 本郷

あさの整形外科 名東区 平和ヶ丘 倉橋クリニック 中区 錦 名古屋甲状腺診療所 中区 大須 みずたに眼科 天白区 高宮町

アスクレピオス診療院 名東区 代万町 クリニック　ヘルスケアテルミナ 中村区 元中村町 名古屋西病院 中川区 荒子 みずほクリニック 瑞穂区 瑞穂通

荒川内科医院 中村区 名駅南 警察共済組合愛知県支部診療所 中区 三ノ丸 なごや在宅クリニック 南区 赤坪町 みずほ通りクリニック 瑞穂区 本願寺町

あんどう乳腺クリニック 中区 金山 ゲートタワー眼科 中村区 名駅 なごや東在宅ケアクリニック 名東区 植園町 宮田医院 南区 道徳新町

磯部内科クリニック 中区 新栄町 国際セントラルクリニック 中村区 那古野 並木病院 天白区 荒池 名駅ファミリアクリニック 中村区 亀島

一社こどもクリニック 名東区 一社 小林整形外科 千種区 今池 成田病院（内科） 中区 大須 メイトウホスピタル 名東区 上社

いとうクリニック 中川区 戸田西 近藤クリニック 南区豊 豊 西垣医院 中川区 打中 元中村診療所 中村区 元中村町

井上内科クリニック 千種区 覚王山通 こんどう整形外科リウマチクリニック 千種区 若水 西垣眼科 熱田区 六番 本山ホームケアクリニック 千種区 四ツ谷通

いはら内科外科クリニック 名東区 よもぎ台 さいとう整形外科リウマチ科 名東区 平和が丘 西堀形成外科 名東区 藤が丘 森内科医院 千種区 高見

医療法人吉田クリニック 千種区 清明山 栄セントラル耳鼻科 中区 栄 西村内科クリニック 瑞穂区 下山町 森川クリニック 中区 新栄

植谷医院 南区 桜台 さくらの丘クリニック 千種区 桜が丘 西山クリニック 名東区 上社 やくし整形クリニック 南区 大磯通

ウエルネス名古屋健診クリニック 中区 栄 山王クリニック 中川区 西日置 にしわきアイクリニック 昭和区 鶴舞 やすまゆファミリークリニック 天白区 高島

臼井医院 中村区 大正町 塩瀬眼科 中区 新栄町 野崎クリニック 中川区 大当郎 やまうち消化器内科クリニック 中区 新栄町

うめだ整形外科 中川区 戸田西 しらい眼科 千種区 覚王山通 パークサイド栄クリニック 中区 栄 山川内科 中区 新栄町

うらさと内科ハートクリニック 緑区 緑区 すぎもと在宅医療クリニック 千種区 今井家 はしもと内科 中川区 大当郎 ゆうこ乳腺クリニック名駅 中村区 名駅

笑顔のおうちクリニック名古屋 中区 栄 すぎやまレディスクリニック 中区 新栄町 橋本内科 中区 栄 ゆうゆう診療所 中村区 大門町

SL外科・乳腺クリニック 中区 新栄 すぎやま内科 千種区 覚王山通 長谷川内科 中区 新栄町 ライフ健康クリニック 中村区 道下町

エルズメディケア名古屋 中区 栄 鈴木内科 中区 新栄町 はせがわ眼科医院 名東区 藤が丘 リブラささしまメディカルクリニック 中村区 平池町

えんぜる皮ふ科クリニック 熱田区 金山腸 鈴木眼科医院 天白区 島田 はちや整形外科病院 千種区 末盛通 わたなべクリニック 中区 大須

大石ファミリークリニック 千種区 豊年町 鈴木眼科 千種区 内山 服部内科・胃腸科・小児科・皮フ科医院 昭和区 御器所

大石眼科 千種区 豊年町 セントラルアイクリニック 中村区 名駅 ばんのクリニック 天白区 島田

おおいわ消化器クリニック 中区 新栄町 第２しもざとクリニック 緑区 旭出 ひこさか医院 中村区 那古野

太田内科クリニック 天白区 向が丘 たかぎクリニック 名東区 石が根町 ひしだ耳鼻咽喉科 中川区 豊成町

太田なごやかクリニック 中村区 豊国通 高瀬医院 南区 薬師通 ひばりがおかこどもとアレルギーのクリニック 瑞穂区 弥富町

大高医院 緑区 大高町 髙田内科クリニック 中村区 道下町 日比野クリニック 瑞穂区 鍵田町

大橋眼科 千種区 天満通 たわだ泌尿器科 中区 大須 ひらばり眼科 天白区 平針

岡田内科 中区 上前津 ちくさセントラルクリニック 千種区 今池 深見眼科 名東区 高針台

オリエンタル労働衛生協会メディカルクリニック 千種区 今池 茶屋ヶ坂皮フ科クリニック 千種区 茶屋が坂 藤井医院 南区 北内町

かきや内科　糖尿病・甲状腺クリニック 千種区 日岡町 とうじま内科・外科クリニック 熱田区 一番 藤が丘オーキッドファミリークリニック 名東区 名藤が丘

勝又病院 中区 新栄 東邦ガス診療所 熱田区 桜田町 ふじたクリニック 中村区 閤

加藤内科胃腸科 中区 丸の内 とくしげ在宅クリニック 緑区 徳重 古澤整形外科 中区 新栄町



名古屋市外（春日井市・豊山町を除く）　※五十音順

あいちせぼね病院 犬山市大字五郎丸字上池31番地1

あさひが丘クリニック

あさひ眼科クリニック 尾張旭市三郷町栄3-1プレミール三郷1階

味岡眼科

あま市民病院

石田眼科クリニック 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町5-212-2

かたびら眼科

神谷眼科医院

眼科池田クリニック

北名古屋眼科

桐渕アイクリニック

こまき眼科 小牧市中央2-148小牧ステーションビル1階

小牧平田眼科

酒井眼科

さとし眼科クリニック

しのだ眼科クリニック

しみず眼科クリニック

せとかいどう花井クリニック

高井整形外科眼科医院

立松クリニック

糖尿病・甲状腺　上西内科

土岐眼科クリニック 岐阜県土岐市肥田浅野笠神町2-22

南波眼科皮膚科 小牧市城山1丁目3番　ピエスタ2階

西吾妻福祉病院 群馬県吾妻郡長野原町大字大津746-4

ふかがや丹羽眼科

深見眼科クリニック

深見眼科

福田病院 佐賀県嬉野大字下宿甲4714番地10

光華眼科医院

犬山市羽黒成海南8

豊田市小川町4-49-2

小牧市小松寺3-158

あま市甚目寺山之浦148

岐阜県可児市東帷子3877

知立市本町本47-2

あま市坂牧坂塩150番地

北名古屋市鹿田栄112

岡崎市羽根西1-7-1

小牧市堀の内四丁目52-1

北名古屋市久地野北浦66番

岐阜県高山市岡本町1-22-3

富山県富山市上久保306-6

岩倉市大市場町郷東59-1

尾張旭市印場元町3-4-5

岐阜県高山市初田町3丁目50

日進市梅森町西田面17-1

小牧市常普請2-83

岐阜県関市前町14

一宮市東五城字東備前22番地1

豊田市陣中町1丁目6番地11


