
市川外科

さ行

大垣市北方町4-103

むらいクリニック 大垣市大井2-44-2

あ行

か行

た行

な行

ま行

山下　孝之

は行

細川おなかクリニック 細川　武彦 大垣市世安町2-68-8

馬渕病院

大垣市新田町2-14

みんなのいぶきクリニック 山下　美紀

和田医院 和田　育穂 大垣市荒尾玉池2-40

馬渕　正綱

なわ医院・乳腺クリニック

渡辺内科クリニック
渡辺　郁雄

海津市 伊藤内科・神経科 伊藤　元 海津市南濃町駒野252-1

海津市医師会病院

石澤　正剛

黒田　英嗣
海津市海津町福江656-16

竹中　奈緒

松居　和美

野村クリニック 野村　竜司 海津市南濃町太田267-1

森木医院 森木　宣行 海津市南濃町松山193-5

磯谷　正敏

寺倉医院 寺倉　俊勝

伊藤　智恵子

佐藤　正夫

永島　寿彦

杉本　舞子

老人保健施設　西濃 佐々　寛己 大垣市藤江町6-3-1

山岸マタニティクリニック 山岸　敏浩 大垣市俵町133

吉田内科 吉田　麗己 大垣市綾野5-29

大垣市鶴見町藤沢226ライトクリニック 月山　直人

森外科医院 森　俊治 大垣市牧野町3-50

や行
山川医院

山川　隆司 山川　悦子
大垣市本町1-82

山川　琢司

ま行 ますえクリニック 増栄　成泰 増栄　孝子 大垣市宮町1-1　スイトテラス2階

松岡内科クリニック 左合　哲

むかわハートクリニック 武川　博昭 大垣市寺内町3-53-1

村島内科 村島　謙 大垣市船町5-11-2

松岡　哲平
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地域区分 医療機関名（五十音順） 医師氏名(敬称略) 所在地

大垣市 あ行 赤坂あきたクリニック 秋田　國治

雪田　洋介

大垣セントラルクリニック 竹中　晃 大垣市赤坂新田1-63-1

いはらクリニック 井原　頌 大垣市青墓町1-131

大井内科クリニック

か行 かんべ内科クリニック 神戸　栄喜 大垣市木戸町2-80

わ行 渡辺　和雄

渡辺　康司
大垣市御殿町2-21

橋本　健一 大垣市築捨町2－94はしもと内科　糖尿病・内分泌クリニック

た行

富田こどもクリニック

大垣市室村町1-54-2

竹中胃腸科

竹中医院 加藤　悟司

沼口医院

な行 長沢整形外科 長澤　博正 大垣市稲葉東3-18-1

大垣市見取町1-80-1

ら行

大垣バイパス医院 押谷　創 大垣市中野町5-419-1

しずさと診療所

宗宮整形外科

墨俣医院

近藤クリニック

サクマ医院

さとう内科クリニック

大垣市林町8-85-1

佐久間　芳美 大垣市鶴見町721-1

長谷川　真基

清水　勇

岡野　高久 粕谷　志郎

佐藤　貴昭

曽根　孝仁

しみず消化器クリニック

近藤　潤一郎

大垣市草道島町508

井口　郁三 井口　洋一

市川　茉莉 大垣市南若森町328

倉橋クリニック 倉橋　忠司 大垣市宿地町943-1

大垣徳洲会病院 間瀬　隆弘 大垣市林町6-85-1

大垣中央病院 臼井　正明 青木　孝彦 大垣市見取町4-2

大垣在宅クリニック

井口クリニック 大垣市領家町2-93
鬼頭　晃 井口　純子

いろは在宅ケアクリニック 土屋　邦洋 大垣市南頬町1-118-1　3Ｆ

阿波　宏子

大橋医院 大橋　信昭

寺倉　陽一 海津市平田町幡長565

宗宮　正典 大垣市東外側町2-17

柄澤　正人

大垣市美和町1831

大垣市久徳町153-1

熊﨑　俊樹 大垣市墨俣町上宿874-1

清水　潤一

佐藤　まゆみ

村井　道典

髙木　達矢

渡辺　幸夫 大垣市東前1-58

大垣市伝馬町104-1

大垣市林町6-80-55 AOKI大垣駅北口ビル2階

大垣市笠木町650岩田　ちひろ

大垣市割田2-131-1

名和　正人

竹中　清之 大垣市宮町1-29

富田　宏子 大垣市林町10-71-1

名和　正 大垣市開発町3-25-1

沼口　諭
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か行

さ行 下野内科

高田医院

な行

ま行

大久保医院

小林医院

な行 長瀬診療所

は行

あ行 浅野医院

さ行

は行

安田医院

わ行

あ行

な行 西美濃厚生病院

鹿野クリニック

根尾診療所

山田医院

山田病院 岐阜市寺田7-110

若山　孝英

さ行

新生病院
熊田　卓坪井　英之

藤井　勝朗 後藤　貴吉

揖斐郡池田町本郷1551-1

安藤　弘道

羽島市上中町長間1270-1

山内　英通

な行 ながき内科クリニック

さ行

山内ホスピタル

羽島市舟橋町宮北1-27

山内　雅裕

若原　正幸

三原　昌弘 山内　貴裕

羽島市竹鼻町狐穴1120-1

本巣市三橋3-60

岐阜市川部3-25

や行

やまざきキッズクリニック

岩佐　将充

養老郡養老町大跡534

金親　史尚

養老郡養老町船附1344

その他地域

えさきクリニック 江﨑　孝徳

や行

呉屋　勲

山田　達治

養老郡

や行

やまぐち内科クリニック 川﨑　浩伸

か行 河合　清隆

岩佐医院

あ行

小田内科 小田　和正

国枝医院 国枝　武俊

岐阜清流病院 名和　隆英

河合胃腸科クリニック

岩佐　充矩

船戸クリニック

船戸　崇史は行

養老整形外科クリニック 石井　光一

羽島市正木町坂丸2-130

羽島市足近町1-41-1

養老郡養老町押越693-1

中川　順市 肥後　郁代

船戸　博子

山　剛基

高野　幸彦

不破郡垂井町東神田3-33半田　登美代

和田内科胃腸科 和田　英利 不破郡垂井町綾戸903-7

安田　正俊 不破郡垂井町大石782-1

青山　文之青山内科 羽島市竹鼻町277-1

前田　晃男 養老郡養老町押越986

岩佐　みき

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬1510

あ行

おおくま内科クリニック 大熊　俊男 安八郡安八町東結字芝原1520-1

桑原　真理子
田中医院 安八郡神戸町神戸182

小林　雄一 揖斐川町黒田439

坪井　英之

黒川胃腸科外科クリニック

古井医院 古井　秀彦 不破郡垂井町1102-1

山崎　松孝 不破郡垂井町東神田2-30

あいはら医院 山　ユミ 養老郡養老町宇田399-3

金武　康文 香田　弘司 本巣市根尾樽見80

国枝　武重 瑞穂市牛牧801-1

こやまかわせみクリニック 小山　賀継 本巣郡北方町高屋字林浦道北1561-1

鹿野　和久

さくらクリニック 佐竹　真一 瑞穂市稲里689－3

本巣郡北方町高屋白木2-77

永木　正仁

小窪　和博 高橋　直子

中原　康治 松橋　彩

木田　恒

岐阜市市橋3-7-22

吉岡　大輝

不破郡 浅野　明彦 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原1102の1　

不破医院 不破　義之 不破郡垂井町宮代1674-1

西脇　勤

半田眼科垂井診療所

徳永　周二

関ケ原診療所
島崎　信

不破郡関ヶ原町大字関ヶ原2490-29
松尾　篤

森島　眞理子

塩田　昌明 松原　純一

金　俊哉

小原　明

石黒　聡

磯辺　直基

関ヶ原クリニック 不破郡関ヶ原町関ヶ原3107-1

揖斐郡 あ行 揖斐厚生病院 熊澤　伊和生 水草　貴久 揖斐郡揖斐川町三輪2547-4

今村医院 今村　寧 揖斐郡池田町池野505-2

高橋　治樹

か行

揖斐郡大野町黒野734-5

久瀬診療所 横田　修一 菅波　祐太 揖斐川町東津汲877-1

藤井　淳 揖斐郡池田町本郷917-1ふじい内科クリニック

今村　明 今村　健

安八郡 荒川医院 荒川　迪生 荒川　恭宏 安八郡輪之内町大吉新田562

大垣北クリニック 山田　佳輝 安八郡神戸町末守737-1

た行 高田　恭宏 安八郡神戸町神戸468

安田　洋 安田　恵美子

黒川　善栄 磯谷　正敏

山口　正人

下野　暢隆 安八郡神戸町神戸955

西脇医院 西脇　慶治 安八郡輪之内町下大槫新田430-1

黒川　雄太 安八郡神戸町北一色3-1

淺野　斗志男

水野　史人

博愛会病院 不破郡垂井町2210-42

まつながファミリークリニック 松永　和哉 安八郡神戸町神戸1705-1

久保田　研喜

河瀬　晴彦
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岩井歯科医院 大垣市林町7-766

か行

さ行

しもの歯科医院

た行

な行

ま行

や行

わ行

清水　良起 大垣市世安町2-76しみず歯科医院

は行 早野歯科医院 早野　泰弘 大垣市荒尾町1813-25

日比歯科クリニック 日比　明宏 大垣市三津屋町5-1-6

ほほえみ歯科医院 郡　拓也 大垣市青野町1243-1

なかしま歯科 中島　寿一郎 大垣市見取町2-77-4

まぶち歯科医院 馬渕　直樹 大垣市室村町3-98-7

みずの歯科医院 水野　友司 大垣市墨俣町下宿799-1

下野　裕華 大垣市代官町56

杉山歯科医院 杉山　勝治 大垣市新馬場町10-5

富田歯科医院 富田　博明 不破郡垂井町綾戸868-1

なかの歯科医院 児玉　圭二 大垣市中野町2-75

(以上195名）

よろず矯正歯科クリニック 萬　建一 大垣市林町10-1309-1

わかば歯科 衣斐　友彦 大垣市荒川町415-3

森歯科医院 森　俊也 大垣市高砂町2-4

山本歯科医院 山本　宇津美 大垣市青柳町3-293

大垣市歯科

いながわクリニック 稲川　祐成 大垣市開発町5-76-1

金森歯科本院 金森　公朗 大垣市南高橋町2-11-1

川合歯科 川合　良介 大垣市久瀬川町3-15

あ行

岩井　晋太郎

荒尾歯科医院 林　玲子 大垣市荒尾町1187

かがやき歯科クリニック 福田　真人 大垣市大井3-55-3

片野歯科 片野　雅文 大垣市林町1-46-11


