開放病床登録医一覧（岐阜市 ５０音順）
登録医療機関名

登録医師名
所在地
電話番号

廣瀬 洋一郎
〒500-8268 岐阜市茜部菱野２丁目15 理研メディカルビル2F
058-275-1122
森 厚 ・ 上村 博幸 ・ 白木 硬 ・ 山口 正人
医療法人社団 稲葉会
〒501-3132 岐阜市芥見長山3-104
芥見診療所
058-243-1313
安達 英雄
安達整形外科
〒501-3113 岐阜市芥見南山二丁目8-4
058-242-2232
面家健太郎
あわのこどもクリニック
〒502-0002 岐阜市粟野東4-297
058-236-0017
石川 貴之
石川内科クリニック
〒500-8158 岐阜市田神10-28
058-247-0451
梅田 正五
医療法人 梅田クリニック
〒502-0926 岐阜市旦島1-6-14
058-295-5055
大西 弘生
おおにし内科クリニック
〒502-0045 岐阜市長良校前町4丁目7番地
058-231-7009
大前 勝正 ・ 大前 真由美・川出 昌史
医療法人社団杏正会
〒501-2576 岐阜市太郎丸新屋敷205-2
大前医院
058-229-3131
小木曽 和夫・小木曽 英介
小木曽医院
〒500-8833 岐阜市神田町2丁目4番地
058-262-2320
小倉 茂則
小倉医院
〒502-0047 岐阜市長良葵町1丁目2番地3
058-231-1573
葛西 哲宏
かさい内科クリニック
〒501-1148 岐阜市上尻毛日吉125
058-239-0770
加藤 純大
加藤医院
〒501-3109 岐阜市向加野3-6-20
058-243-1114
加納 克徳
加納内科 リウマチ科
〒500-8408 岐阜市住ノ江町２丁目１番
・糖尿病内科クリニック
058-263-7711
渡辺 寛 ・ 斉藤 雅之
医療法人社団志朋会
〒500-8486 岐阜市加納城南通1丁目23番
加納渡辺病院
058-272-2129
河合 直樹
河合内科医院
〒500-8116 岐阜市殿町4-9
058-245-0564
川瀬 光八郎
川瀬医院
〒500-8114 岐阜市金竜町2-13
058-262-1412
河田 智男
河田医院
〒502-0859 岐阜市城田寺311
058-232-8399
川出尚史
川出医院
〒500-8023 岐阜市今町２丁目３６番地
058-264-8296
医療法人社団 カワムラヤスオ 中島 弘幸
メディカルソサエティ
〒501-3144 岐阜市芥見大般若1-84
河村病院
058-241-3311
岸本 恭
医療法人社団 恭祐会
〒502-0815 岐阜市福光南町14-15
岸本医院
058-232-2882
北一色ファミリークリニック
若原 建二
〒500-8227 岐阜市北一色4丁目3-4
058-249-3088
あかなべひろせクリニック

くわたクリニック
医療法人凌峯会
小島内科クリニック
医療法人 ごとう整形外科

桑田 一夫
〒50２-0850 岐阜市鷺山東１丁目21-11
058-297-1101
小島 啓志
〒500-8156 岐阜市祈年町10丁目38番地
058-246-6005
後藤 克明
〒502-0815 岐阜市福光南町22-1
058-333-7446
小牧 卓司 ・ 加藤 俊彦 ・ 加藤 泰之 ・ 齋尾 友希江

小牧内科クリニック

〒500-8865 岐阜市昭和町2-11
058-253-7717
梅田 哲正
さぎ山クリニック
〒502-0872 岐阜市鷺山北町8番29号
058-233-8733
島崎 亮司
地域医療振興協会
〒500-8856 岐阜市橋本町2丁目52番地 岐阜ｼﾃｨﾀﾜｰ43 3F
シティタワー診療所
058-269-3270
下村哲也
しもむら医院
〒500-8878 岐阜市神室町5-3
058--262-3797
白木 幸彦
白木眼科医院
〒502-0082 岐阜市長良東2丁目110番地
058-297-7021
坂田 茂樹
城東内科クリニック
〒500-8442 岐阜市正法寺町28
058-278-0593
杉山 恵一
杉山内科胃腸科クリニック
〒500-8882 岐阜市西野町5-49
058-262-5572
菊地 淳・菊地 美奈
すごうクリニック
〒502-0914 岐阜市菅生1丁目10-16
0058-297-7131
渡邊 宏雄
すこやかこどもクリニック
〒500-8323 岐阜市鹿島町5-16
058-253-0108
関谷 司
関谷内科外科病院
〒502-0911 岐阜市北島1-7-24
058-233-5333
初音俊樹
医療法人慶睦会
〒500-8862 岐阜市千手堂中町1-25
千手堂病院
058-251-3218
高井 國之
高井クリニック
〒500-8148 岐阜市曙町2-17-1
058-247-2356
髙井 哲
髙井内科
〒502-0843 岐阜市早田東町１０丁目51
058-295-7508
高木 寛治
医療法人社団高徳会
〒502-0022 岐阜市長良東郷町1-7
高木医院
058-232-3647
建部 英春
たてべファミリークリニック
〒502-0813 岐阜市福光東二丁目4-3
058-296-1231
田中 真司
たなかクリニック
〒501-3145 岐阜市芥見野畑1-22-1
058-244-0224
棚橋 聰子
医療法人社団良生会
〒500-8186 岐阜市霞町24
棚橋耳鼻咽喉科
058-263-4523
川上 太郎
たろう整形外科
〒502-0851 岐阜市鷺山字中洙1768-580
058-297-2321
久保田 知希
ときわクリニック
〒502-0803 岐阜市上土居1-16-5
058-213-1205
中島 利彦
なかしま脳神経外科クリニック 〒502-0929 岐阜市則武東2丁目15-18
058-215-8668

なかたにクリニック
長森さのクリニック
医療法人ヘルシア
長良内科クリニック
成瀬クリニック
医療法人 新美クリニック
医療法人社団明徳会
はしもと内科
林外科内科
日野医院
福富医院
平和通ハート内科
医療法人社団 正芳会
細野医院
本荘内科・呼吸器科
本多医院
医療法人社団共和会
又丸診療所
みながわ内科・循環器科クリ
ニック
三好内科医院
医療法人育寿会
三輪こどもクリニック
医療法人育寿会
MIWA内科胃腸科CLINIC
もりおか内科
矢嶋小児科
小児循環器クリニック
安江内科クリニック
医療法人社団幸紀会
安江病院
よしの内科クリニック

中谷 圭
〒500-8222 岐阜市琴塚２-7-16
058-249-0567
佐野公泰
〒500-8228 岐阜市長森本町２丁目１２番２２
058-259-7890
原瀬 一郎
〒502-0812 岐阜市八代2-11-1
058-242-9933
成瀬 正治
〒500-8211 岐阜市日野東4-4-8
058-241-1101
新美 次男 ・ 新美 佐知子・新美 祐介
〒500-8309 岐阜市都通１丁目６番地
058-252-0213
川瀬 幸典
〒500-8225 岐阜市岩地1-2-8
058-245-5641
林 力
〒501-3133 岐阜市芥見南山2-8-11
058-241-7707
日野 輝夫
〒502-0912 岐阜市西島町1-16
058-294-5677
福富 悌
〒501-1109 岐阜市安食1228
058-238-8555
野田和宏
〒502-0827 岐阜市平和通１丁目１７番地1
058-210-1192
細野 芳男 ・ 細野 知宏
〒502-0814 岐阜市福光西３丁目9-13
058-233-6620
服部 素子
〒500-8324 岐阜早苗町1-24 ベルハウス1FC
058-251-2530
本多 雅昭
〒500-8222 岐阜市琴塚２丁目１２番地3
058-247-7500
杉山 昌裕
〒501-1152 岐阜市又丸67-7
058-234-4747
皆川 太郎
〒501-1132 岐阜市折立895番地1
058-234-8077
服部 和樹
〒500-8227 岐阜市北一色9丁目1番27号
058-246-1577
三輪 由香
〒502-0082 岐阜市長良東2-63
058-295-0680
三輪 佳行
〒502-0082 岐阜市長良東3-3
058-231-3029
森岡 康夫
〒500-8212 岐阜市日野南3-12-6
058-248-8008
矢嶋 茂裕
〒500-8212 岐阜市日野南7丁目10-7
058-240-5666
安江 隆夫
〒500-8136 岐阜市雪見町2丁目17番地
058-248-2266
伊在井 みどり
〒501-0123 岐阜市鏡島西2丁目4-14
058-253-7745
吉野 功二
〒500-8227 岐阜市北一色2-7-15
058-248-7811

