
連区 医　療　機　関　名 電話番号 所　在　地 連区 医　療　機　関　名 電話番号 所　在　地

足立産婦人科 24-0522 栄１－３－４ 杉田内科 24-1241 佐千原字二ツ塚２２

うかいファミリークリニック 23-1231 栄１－２－１０ 瀬川医院 51-3000 島村字下老光寺１

伴医院 72-8548 西島町３－５３ とみつかクリニック 53-3130 富塚字寸畑４

真清田クリニック 24-0311 真清田２－４－１９ 宮田クリニック 51-9393 光明寺字天王裏１０４

一宮整形外科 72-0030 下沼町４－８ 湯川クリニック 51-9500 高田字向畑２４

木村クリニック 73-8818 松降通７－２２ あらいファミリークリニック 76-6561 南小渕字大日１３５

塩津内科 23-2311 貴船１－１１－９ 第２イトキンビル いそむらファミリークリニック 72-7111 丹羽字古屋敷７２－１

内科小児科耳鼻咽喉科田中医院 72-2719 桜２－２－１ 大山医院 73-3853 大赤見字八幡西５

ひらまつ小児クリニック 71-3833 大浜２－２－１８ きし整形外科 51-7517 瀬部字大馬場８１－１

宮地内科医院 73-3032 桜３－１－１１ 岸内科 77-3991 浅野字古屋敷４９

加藤クリニック 44-6688 八幡４－７－２８ くまざわ医院 53-1860 瀬部字漆山２２

木村医院 45-7528 八幡１－６－６ 孝友クリニック 75-5559 北小渕字道上５５－１

こだま内科クリニック 71-1270 栄４－１－１ 坂田内科 71-3488 大赤見字神明東８

杉山脳神経外科 45-1250 野口１－１４－１６ 西脇医院 77-4622 浅野字馬東３６

瀧消化器内科クリニック 47-7023 神山１－４－２ 松前内科医院 81-7001 浅野字居森野７５－１

富田医院 45-0148 野口２－１６－８ みずの内科クリニック 77-3227 西大海道字宅美５１

内科ののがき 45-8811 野口１－９－７ 森整形外科 76-9200 浅野字南之川４５

渡辺外科 45-3400 平和３－４－１ ＹＵＫＩ皮フ科クリニック 51-1380 時之島字四ツ辻２

いしぐろ内科 71-2525 本町４－１０－８ 丹陽クリニック 75-3455 伝法寺１０-１-２０

桜井クリニック 73-3790 大江１－６－１０ どうけ内科クリニック 75-1660 伝法寺１-１-８

しみず内科クリニック 72-3348 本町４－２１－１４ 野村内科 24-0350 多加木３－４－３

田中クリニック 72-2686 本町４－１９－２４ ひまわりクリニック丹西 82-0101 猿海道１－８－２３

野村医院 72-2464 大志１－９－２８ むらせクリニック 23-1818 森本３－１１－１

丸井医院 73-2527 本町３－１０－２５－２ 浅井森医院 78-0411 浅井町東浅井６０

岩田整形外科医院 73-3234 向山南１－７－１８ いとう整形外科 53-3787 浅井町西浅井字郷西５１-１

加固内科クリニック 72-2425 北園通６－６－６ 稲垣医院 51-4321 浅井町江森字楼光寺１３

きむら胃腸科外科内科 28-8880 牛野通４－３６－２ しがファミリークリニック 78-6527 浅井町大日比野字蛹野２０７７

森瀬内科 72-2517 牛野通１－２６ 尾洲病院 51-5522 浅井町小日比野字新太３７

大久保外科 72-8891 富士１－８－１８ みづほクリニック 53-3777 浅井町尾関字同者１３９

平野内科 71-7733 緑２－１３－１

連区 医　療　機　関　名 電話番号 所　在　地 連区 医　療　機　関　名 電話番号 所　在　地

いつきクリニック一宮 47-7005 大和町毛受字辻畑４７－１ 森医院 62-5929 起字東茜屋８５

岩田循環器クリニック 45-1202 住吉１－２３－８ 横井クリニック 62-1806 起字用水添４８－１

かすがい内科 44-5311 大和町南高井字宮腰１ 安藤医院 61-3522 開明字乾土３４－１

きはしクリニック 46-1100 大和町毛受字東屋敷７３ いとう内科循環器科 61-3001 小信中島字南平口９４－１

しみずファミリークリニック 47-7200 大和町馬引字郷丑寅２１３６－２ 入山医院 62-5410 小信中島字東鵜飼分４５

たに在宅クリニック 43-5500 末広１－３－１８ファンタジアビル２F 筧医院 62-5800 小信中島字北平口１５

つだハートクリニック 47-5600 大和町妙興寺字徳法寺浦２９－２ こしの内科 62-1121 東五城字大平裏３７

つつい内科クリニック 43-1711 花池２－１１－２０ 宇野医院 61-0023 三条字ヱグロ７８－１

平谷小児科 45-2588 末広３－９－１ おおにしブレストウィメンズクリニック 61-6611 開明字畑添１４－１

ふじなみ整形外科 43-7777 大和町苅安賀字山王７２ 鈴木クリニック 61-3611 三条字郷東藤３５－１

やまだクリニック 44-0011 花池４－１６－２４ 野口内科 62-7888 三条字郷南東３７－１

大和南クリニック 44-2700 大和町於保字上次２２ 太田内科クリニック 64-3223 北今字定納７－１

米本医院 45-4355 末広３－８－１４ 田中内科クリニック 63-4700 北今字葭山１２－１

あさいクリニック 43-1053 今伊勢町宮後字宮代１１－１ 中島整形外科クリニック 62-4767 冨田２６

石黒クリニック 71-1496 今伊勢町新神戸字九反野６２ かわむら内科循環器科 69-8080 明地字油屋前５２－１

いしだ内科クリニック 47-4111 今伊勢町馬寄字東瀬古６０－１ くまはら医院 69-1387 上祖父江字新田５－１

今伊勢よしかわクリニック 64-8666 今伊勢町本神戸字立切東２９－１ ごとう内科クリニック 64-8755 西萩原字妙楽寺前１２９８－３

かとうファミリークリニック 71-3520 今伊勢町本神戸字和田東１８ 井上内科クリニック 64-0003 開明字東沼８５

腎・泌尿器科　河合クリニック 47-4145 今伊勢町宮後字郷東２３－５ 開明クリニック 47-4133 開明字郷東３９

すぎやま内科クリニック 48-5000 今伊勢町宮後字郷東２３ かまた整形外科 47-0137 開明字東向野１８－１

高御堂内科 24-3030 今伊勢町本神戸字東出９－１ おじお内科 87-3663 木曽川町黒田字西町北３７－１

宮本医院 73-6621 今伊勢町本神戸字山王１ かみやファミリークリニック 84-1355 木曽川町門間字沼奥１１６－１

あさの内科クリニック 63-3700 奥町字剱光寺７５－１ きそがわ不破クリニック 84-2001 木曽川町里小牧字寺東１７２

いくた内科クリニック 64-1102 奥町字三出１０４－１ 国井病院 87-5505 木曽川町黒田三ノ通り３２－１

はらだ内科クリニック 62-4857 奥町字南目草１４ こざわクリニック 87-1119 木曽川町黒田字酉新田中ノ切２０－２

メドタウンたなかファミリークリニック 85-6577 奥町字宮前４４－１ 五藤医院 87-7800 木曽川町里小牧字野方１７０

朝宮加藤医院 68-0005 萩原町朝宮字産明神１－１ 墨医院 87-2510 木曽川町玉ノ井字八尻１４５

今川内科 69-2092 萩原町朝宮字茶園３７ ともだクリニック 84-3777 木曽川町黒田十一ノ通り７７－１

後藤小児科医院 68-0047 萩原町萩原１３２２－１０ 皮フ科内科よこたクリニック 86-8100 木曽川町里小牧字寺東１７４－２

酒井内科 69-7321 萩原町萩原字替土４３ 藤クリニック 64-7556 木曽川町黒田一ノ通り２５-１

橋本内科クリニック 67-1515 萩原町河田方字三味浦５５－１ 松原クリニック 84-1551 木曽川町里小牧字東蒲原１５

森中央クリニック 68-5355 萩原町西宮重字東光堂１８ （平成３１年４月１日現在）

愛北ハートクリニック 81-0555 千秋町加納馬場字清水７７ ・

磯村医院 81-0680 千秋町佐野字五反田２１

小野木外科 77-5721 千秋町佐野字工高前４６－１ ・

金子産婦人科 75-0770 千秋町佐野字六法寺３２
クリニックちあき 81-1160 千秋町加納馬場字松下１４－１ ・

千秋病院 77-0012 千秋町塩尻字山王１
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平成３１年度  一宮市国保・後期高齢者医療の健診実施医療機関一覧表
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各種がん検診の実施医療機関は、市広報５月号号外の『健康ひろば』をご
覧ください。市ウェブサイトからもご覧いただけます。

お住まいの連区に関係なく、記載のどの医療機関でも受診できます。予約が
必要な医療機関もありますので、あらかじめご確認ください。

平日お勤めの方でも受診できるように、多くの医療機関で平日午後や土曜
日午前の健診を実施しています。詳しくは、医療機関へおたずねください。
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