
安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－安城市－                                2022.10.21
クリニック

郵便番号 住所
アイエムクリニック・安城 446-0073 安城市篠目町1丁目11番地16号
あおき小児科 446-0072 安城市住吉町荒曽根80-6
あおば皮フ科クリニック 446-0072 安城市住吉町荒曽根155-4
青山メンタルクリニック 446-0058 安城市三河安城南町１丁目15-10シティタワー3Ｆ北
耳鼻咽喉科あかなべクリニック 446-0071 安城市今池町3-6-9
赤松町わたなべ内科クリニック 446-0046 安城市赤松町前川16-3
あまのがわ耳鼻咽喉科クリニック 446-0045 安城市横山町八左185-1
安城共立クリニック 446-0058 安城市大東町4番14号
安城ささめ耳鼻科 446-0073 安城市篠目町二タ又47-1
安城市休日夜間急病診療所 446-0045 安城市横山町下毛賀知106番地1
安城新田クリニック 446-0061 安城市新田町縦町31
安城整形外科 446-0059 安城市三河安城本町1丁目22番地6
安城皮膚科 446-0059 安城市三河安城本町1丁目22番地6 2F
飯塚クリニック 446-0052 安城市福釜町鴻ノ巣80-1
池浦クリニック 446-0066 安城市池浦町丸田236-3
いしかわハーブクリニック 446-0045 安城市横山町浜畔上26-1 ＭＣビル4Ｆ
いちかわメディカルクリニック 446-0061 安城市新田町新栄85-1
いながき医院 444-1154 安城市桜井町新田65-1
今本町クリニック 446-0008 安城市今本町2-8-13
上田整形外科・内科 446-0072 安城市住吉町5丁目20-8
大岡皮膚科堀尾医院 446-0017 安城市大岡町宮東52
おおのこどもクリニック 446-0044 安城市百石町2-26-1
岡田内科 444-1155 安城市堀内町形谷16-2
おぜきクリニック 444-1213 安城市東端町用地263
加藤内科 446-0051 安城市箕輪町本屋敷100
かまた皮膚科 444-1154 安城市桜井町元山23-1
神谷クリニック 446-0031 安城市朝日町16-18
神谷ファミリークリニック 446-0015 安城市高木町半崎24-1
亀井整形外科クリニック 446-0045 安城市横山町横山46-3
眼科 神原クリニック 446-0044 安城市百石町2-27-1
沓名医院 444-1221 安城市和泉町北本郷175-2
近藤医院 446-0053 安城市高棚町大道53-2
さくらい眼科クリニック 444-1155 安城市堀内町カラ桶3-1
咲くらクリニック 446-0072 安城市住吉町5丁目15-1
ささめ整形外科 446-0073 安城市篠目町竜田70-6
さとう整形外科 446-0063 安城市昭和町15-11
里町眼科 446-0001 安城市里町2-7-25
篠原産婦人科医院 446-0035 安城市錦町10-10
清水クリニック 444-1154 安城市桜井町三度山8-1
ジュンレディースクリニック安城 446-0073 安城市篠目町童子202-8
祥北耳鼻咽喉科 446-0021 安城市法連町18-12

病院名

カ

サ

ア



たかぎクリニック 446-0072 安城市住吉町荒曽根158-12
鷹津内科循環器科 446-0059 安城市三河安城本町2-4-7
たけみつファミリークリニック 446-0035 安城市錦町2-8
都築医院 446-0032 安城市御幸本町6-8
坪井眼科 446-0056 安城市三河安城町2-9-1 桜路1F
つぼいセントラルクリニック 446-0057 安城市三河安城東町1-7-3
土井胃腸科外科クリニック 444-1161 安城市姫小川町館出162
とどろき内科循環器科 446-0071 安城市今池町1-3-7
とね耳鼻咽喉科クリニック 444-1155 安城市堀内町山畑64-1
鳥居医院 446-0055 安城市緑町1丁目4番地5
鳥居内科 446-0063 安城市昭和町15-21
内科消化器科 飯島クリニック 446-0045 安城市横山町八左197-10
長坂眼科 446-0073 安城市篠目町竜田98-1
錦町クリニック 446-0035 安城市錦町1-5
二本木クリニック 446-0054 安城市二本木町切替60-2
野々川内科 446-0034 安城市南町2-20
野々田小児科 446-0072 安城市住吉町7丁目23-3
のむらこどもクリニック 444-1154 安城市桜井町貝戸尻36-1
野村内科 446-0071 安城市今池町1-14-6
のもと内科・小児科 446-0073 安城市篠目町童子73-4
はちウィメンズクリニック・安城 446-0051 安城市箕輪町唐生37番地
ピーチベルクリニック 446-0061 安城市新田町小山117
ひこぼし内科クリニック 444-1162 安城市小川町金政129-5
平野眼科 446-0031 安城市朝日町2-11
深津医院 444-1213 安城市東端町天白14-2
藤井内科胃腸科 446-0066 安城市池浦町池浦94-44
藤井ハートクリニック 446-0026 安城市安城町広美37-5
文堂脳神経外科クリニック 446-0052 安城市福釜町蓬野149-1
碧海共立クリニック 446-0053 安城市高棚町中島115-1
ほった眼科クリニック 446-0045 安城市横山町横山45-5
堀眼科クリニック 446-0043 安城市城南町2丁目16番1
マグマグこどもクリニック 446-0066 安城市池浦町池東8-17
ますだ皮ふクリニック 446-0045 安城市横山町八左214-1
松井整形外科 446-0021 安城市法連町8-11
松原医院 446-0007 安城市東栄町野池畑28-1
みうらクリニック 446-0001 安城市里町畑下76
三河安城クリニック 446-0037 安城市相生町14-14
みかわ整形外科 444-1155 安城市堀内町カラ桶22-1
三河乳がんクリニック 446-0073 安城市篠目町肥田39-6
みつわクリニック 446-0071 安城市今池町1-2-8
宮元クリニック 446-0071 安城市今池町2-186 ＯＭビル2Ｆ
もりかわ皮フ科 446-0032 安城市御幸本町14-15
森整形外科 446-0044 安城市百石町2-26-5
八千代病院 446-8510 安城市住吉町2-2-7
やました内科小児科クリニック 446-0042 安城市大山町2-9-1
横山医院 444-1154 安城市桜井町西町中49-1

ラ リョウこどもとアレルギークリニック 444-1161 安城市姫小川町遠見塚133-22
わかば内科 446-0044 安城市百石町2-27-15
わしだクリニック 446-0026 安城市安城町天草77-2
渡辺眼科クリニック 446-0073 安城市篠目町童子103-5
渡辺整形外科 446-0066 安城市池浦町小山西77-8
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わたべクリニック 446-0007 安城市東栄町2-504-1



会社内診療所
郵便番号 住所

444-1192 安城市藤井町高根10
444-1162 安城市小川町久々井1番
446-0056 安城市三河安城町１丁目11番地2
446-0001 安城市里町長根2-1
446-0072 安城市住吉町3-11-8
446-8555 安城市二本木新町2-1-3

歯科医院
郵便番号 住所

秋葉歯科医院 446-0026 安城市安城町馬池87-2
浅井歯科医院 446-0025 安城市古井町高見27-1
あめちょう歯科 446-0055 安城市緑町1-17-12
有馬歯科クリニック 446-0073 安城市篠目町1-2-5
安城歯科 446-0001 安城市里町大道寺2-8
安城まさむね歯科医院 446-0072 安城市住吉町3-1-8 イトーヨーカドー安城店2Ｆ
いとう歯科 446-0072 安城市住吉町3-10-25
いぬづか矯正歯科 446-0072 安城市住吉町6-2-6
大場歯科 446-0062 安城市明治本町19-31
大見歯科医院 446-0062 安城市明治本町16-3
奥村歯科医院 446-0031 安城市朝日町16-15
小野田歯科医院 446-0071 安城市今池町1-10-16
オリーブ歯科 444-1154 安城市桜井町薬師田15-1
神谷歯科医院 446-0007 安城市東栄町3丁目806-2
北青山歯科 446-0045 安城市横山町毛賀知9-1
きとう歯科クリニック 446-0053 安城市高棚町東山39-6
きど歯科 446-0002 安城市橋目町宮東179
久保田歯科医院 446-0023 安城市上条町西荒井10-1
黒田歯科医院 446-0056 安城市三河安城町2-21-1
こんどう歯科 446-0038 安城市末広町4-1
榊原歯科医院 444-1221 安城市和泉町北本郷231-2
坂口歯科医院 446-0075 安城市二本木新町1-22-19
さくらデンタルクリニック 444-1153 安城市東町荒井44-1
ささめデンタルクリニック 446-0073 安城市篠目町ニタ又47-1
さとう歯科医院 446-0073 安城市篠目町4-11-5
しば歯科クリニック 446-0044 安城市百石町2-25-8
祥南歯科医院 446-0043 安城市城南町1丁目15番地5
スギ歯科医院 444-1162 安城市小川町的場丘11-24
大東歯科クリニック 446-0065 安城市大東町11-18
竹内歯科医院 446-0032 安城市御幸本町16-7
都築歯科医院 444-1214 安城市榎前町北山138
東栄歯科医院 446-0007 安城市東栄町5-30-6
中川歯科医院 446-0026 安城市安城町八幡前16-15
のむら歯科クリニック 444-1154 安城市桜井町貝戸尻36-2

アイシンPTセンター診療所
病院名

ナ

デンソ－安城診療所

タ

マキタ診療所
山崎製パン株式会社安城工場 診療所

歯科医院名
ア

カ

サ

アイシン精機安城工場診療所
アイシン精機小川工場診療所



HEAL矯正歯科クリニック 446-0039 安城市花ノ木町15-12
ひょうどう歯科 446-0035 安城市錦町200番
平野歯科医院 446-0037 安城市相生町8-7
深谷歯科 446-0036 安城市小堤町8-11
藤井歯科医院 446-0021 安城市法連町18-10
古居歯科医院 446-0044 安城市百石町2-21-4
松永歯科クリニック 446-0014 安城市別郷町荒子96
松本歯科 446-0072 安城市住吉町1-1-21
みその歯科・矯正歯科 446-0076 安城市美園町1-22-5
みつわ山口歯科クリニック 444-1154 安城市桜井町阿原29-7
源歯科クリニック 446-0022 安城市浜富町17-1
ミノワ歯科医院 446-0058 安城市三河安城南町２丁目10-1
みやこ歯科医院 446-0046 安城市赤松町本郷2
元家歯科医院 446-0042 安城市大山町2-3-8
もり歯科クリニック 446-0051 安城市箕輪町東山207-1
横田歯科医院 446-0032 安城市御幸本町8-7
よこやま大場歯科医院 446-0045 安城市横山町大山田中15番地6
横山歯科医院 444-1154 安城市桜井町新田66
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安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－刈谷市－                                2022.2.8

クリニック
郵便番号 住所

あおき整形外科 448-0852 刈谷市住吉町2丁目3-1
青山クリニック 448-0807 刈谷市東刈谷町3丁目17番地12
飯海同仁医院 448-0043 刈谷市小山町1丁目714番地
石川内科 448-0813 刈谷市小垣江町上広11-1
一里山・今井病院 448-0002 刈谷市一里山町中本山88番地
大竹耳鼻咽喉科・睡眠クリニック 448-0857 刈谷市大手町1丁目41番地
大西内科クリニック 448-0008 刈谷市今岡町日向90-2
おがきえ眼科クリニック 448-0813 刈谷市小垣江町中伊勢山15-1
小垣江にしおクリニック 448-0813 刈谷市小垣江町石ノ戸33
おなかとおしりのすずきクリニック 448-0026 刈谷市中山町2-35
かねこクリニック 448-0807 刈谷市東刈谷町1丁目9-8
兼子こどもクリニック 448-0804 刈谷市半城土町南大湫35-8
刈谷医師会休日診療所 448-0022 刈谷市一色町3-5-1
刈谷記念病院 448-0813 刈谷市小垣江町牛狭間112
刈谷整形外科病院 448-0027 刈谷市相生町3丁目6番地
刈谷中央クリニック 448-0813 刈谷市小垣江町弁天36番地1
刈谷なりたクリニック 448-0806 刈谷市松栄町2-6-3
刈谷病院 448-0851 刈谷市神田町2丁目30番地
こんどう整形外科 448-0807 刈谷市東刈谷町2-12-8
斎藤胃腸科 448-0037 刈谷市高倉町3-702
酒井内科医院 448-0033 刈谷市丸田町5-4-4
榊原医院 448-0846 刈谷市寺横町5-78
桜井整形外科 448-0011 刈谷市築地町2丁目10番地3
さくら中央クリニック 448-0034 刈谷市神明町3丁目205
Ｇ＆Ｏレディスクリニック 448-0004 刈谷市泉田町折戸6-2
耳鼻咽喉科のむらクリニック 448-0036 刈谷市山池町3-106-1
耳鼻科クリニック高須 448-0001 刈谷市井ヶ谷町久伝原1-1
清水皮膚科クリニック 448-0857 刈谷市大手町1-3-2
ジュンレディースクリニック刈谷 448-0802 刈谷市末広町3-6-1
すがぬま耳鼻咽喉科 448-0803 刈谷市野田町馬池1-1
杉浦医院 448-0007 刈谷市東境町児山98-1
鈴木医院 448-0004 刈谷市泉田町畑中一色45番地
世古口クリニック 448-0832 刈谷市八幡町７丁目45番地
そうだこどもクリニック 448-0807 刈谷市東刈谷町2丁目13-18
たかくら小児クリニック 448-0037 刈谷市高倉町4-101
田中ハートクリニック 448-0821 刈谷市御幸町6-104
田和小児科医院 448-0842 刈谷市東陽町4-34
辻村外科病院 448-0001 刈谷市井ヶ谷町桜島20-1
つづきクリニック 448-0003 刈谷市一ツ木町4-7-6
つづき耳鼻咽喉科 448-0802 刈谷市末広町3丁目番地5

病院名
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内科循環器科大杉医院 448-0003 刈谷市一ツ木町一丁目10番地7
中野医院 448-0004 刈谷市泉田町神戸8-1
野田町メディカルクリニック 448-0803 刈谷市野田町新田91-2
野村眼科医院 448-0843 刈谷市新栄町6-21
野村内科 448-0805 刈谷市半城土中町3-10-5
半城土とみやすクリニック 448-0816 刈谷市半城土西町3-2-15
はせがわ内科クリニック 448-0003 刈谷市一ツ木町鵜島1-19
羽根メンタルクリニック 448-0843 刈谷市新栄町7-73-3 フラワービル5F
東刈谷八木医院 448-0809 刈谷市南沖野町1丁目12-2
広瀬クリニック 448-0858 刈谷市若松町6丁目37番地
ひろせ内科 448-0006 刈谷市西境町兵九前62
深谷皮フ科 448-0037 刈谷市高倉町3-510
碧海中央クリニック 448-0803 刈谷市野田町新上納300番地1
堀クリニック 448-0858 刈谷市若松町1-6 岡部ビル2Ｆ
馬嶋眼科医院 448-0802 刈谷市末広町3丁目5-2
まついこどもクリニック 448-0003 刈谷市一ッ木町1丁目4-17
まつい消化器内科クリニック 448-0854 刈谷市富士見町4-201　スギ薬局富士見店2階
松本クリニック 448-0853 刈谷市高松町1-33
みやち内科 448-0852 刈谷市住吉町2丁目10-5

ヤ 湯口眼科クリニック 448-0857 刈谷市大手町5-12

会社内診療所
郵便番号 住所

448-8650 刈谷市朝日町2丁目１番地
448-8652 刈谷市朝日町1-1
448-0803 刈谷市野田町北地蔵山1-7
448-8661 刈谷市昭和町1丁目1番地
448-8671 刈谷市豊田町2-1

歯科医院
郵便番号 住所

青葉歯科クリニック 448-0003 刈谷市一ツ木町4-5-17
石井歯科クリニック 448-0807 刈谷市東刈谷町3丁目17-1
石川歯科医院 448-0804 刈谷市半城土町乙本郷113
泉田歯科医院 448-0004 刈谷市泉田町神戸9-1
磯村歯科医院 448-0043 刈谷市小山町7-410
いまきた歯科医院 448-0047 刈谷市高津波町7-703
いわた歯科 448-0801 刈谷市板倉町1-6-6 エンゼルハイム1F
かきつばた歯科 448-0013 刈谷市恩田町3-162-2
神谷歯科医院 448-0842 刈谷市東陽町1-23
刈谷ステーション歯科 448-0858 刈谷市若松町2-101 みなくる刈谷2F
刈谷セントラル歯科 448-0007 刈谷市東境町昭山126-2
きしもと刈谷矯正歯科 448-0027 刈谷市相生町1-8-2
京極歯科 448-0844 刈谷市広小路3-33
杉崎歯科医院 448-0847 刈谷市宝町2-3-10
ソブエ歯科医院 448-0013 刈谷市恩田町4-154-14

タ 田中歯科医院 448-0805 刈谷市半城土中町３丁目1-1
にしじま歯科 448-0003 刈谷市一ツ木町4-7-8
丹羽歯科医院 448-0842 刈谷市東陽町4-31-1

病院名
アイシン精機診療所
株式会社ジェイテクト刈谷工場診療所
株式会社ジェイテクト東刈谷工場診療所

ナ

ハ

マ

ナ

デンソ－刈谷診療所
豊田自動織機刈谷診療所

歯科医院名
ア

カ

サ



東刈谷歯科医院 448-0806 刈谷市松栄町3-1-3
一ツ木歯科医院 448-0003 刈谷市一ツ木町5-15-1
ファミリー歯科医院 448-0007 刈谷市東境町神田8-1
三浦歯科医院 448-0845 刈谷市銀座2-63
宮田歯科医院 448-0843 刈谷市新栄町4-66
みわた歯科医院 448-0821 刈谷市御幸町3-9-1
森田歯科医院 448-0813 刈谷市小垣江町下松10-4

ヤ 横井歯科医院 448-0011 刈谷市築地町1-12-1

ハ

マ



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－知立市－                                2022.10.21

クリニック
郵便番号 住所

あいちハートクリニック 472-0054 知立市東上重原六丁目70番
秋田病院 472-0056 知立市宝2丁目6-12
いわせ外科クリニック 472-0023 知立市西町新川1-3
大岩内科クリニック 472-0058 知立市上重原4丁目66番地
大山クリニック 472-0004 知立市南陽2-48
かじた子どもクリニック 472-0053 知立市南新地3-6-17
神谷眼科医院 472-0038 知立市本町本47-2
かみやクリニック 472-0046 知立市弘法町弘法山45-5
酒井眼科医院 472-0041 知立市新地町西広見19
栄クリニック 472-0037 知立市栄1-8 なるせビル1階
さわやか内科クリニック 472-0014 知立市谷田町西1-14-4
新林内科医院 472-0017 知立市新林町新林40-6
整形外科よしだクリニック 472-0005 知立市新池1丁目70
セントファミリアクリニック 472-0055 知立市鳥居1丁目18-3
竹内クリニック 472-0026 知立市上重原町恩田212
知立クリニック 472-0012 知立市八ｯ田町神明22番地
知立団地中央診療所 472-0011 知立市昭和9丁目4番地
知立南クリニック 472-0051 知立市東長篠1-1-13

ナ 西中町クリニック 472-0016 知立市西中町中長1-1
ハ 富士病院 472-0007 知立市牛田町西屋敷137-1

松井医院内科胃腸科 472-0032 知立市中山町中山45
松井みみはなクリニック 472-0055 知立市鳥居1-12-13
水野内科クリニック 472-0025 知立市池端2-17
宮谷クリニック 472-0042 知立市内幸町平田82-1

会社内診療所
郵便番号 住所

472-0021 知立市逢妻町道瀬山110番地

歯科医院
郵便番号 住所

磯貝歯科医院知立診療所 472-0036 知立市堀切2-4-1 磯貝ビル4F
いとう歯科 472-0005 知立市新池3-15
いまむら歯科矯正歯科 472-0011 知立市昭和9-2
おおみ歯科 472-0053 知立市南新地3-8-9
知立加藤歯科 472-0033 知立市中町中23-1
くめの歯科 472-0014 知立市谷田町西1-3-6
グレイスデンタルクリニック 472-0027 知立市西丘町西丘82-1
こんどうファミリー歯科 472-0017 知立市新林町本林60-13

サ 杉浦歯科医院 472-0032 知立市中山町中山12
竹内歯科医院 472-0001 知立市八橋町的場129
ちりゅう京極歯科 472-0025 知立市池端3-73
とりい歯科医院 472-0025 知立市池端2-26

ナ 永田歯科医院 472-0055 知立市鳥居1-10-3

病院名
ア

カ

サ

タ

タ

歯科医院名
ア

カ

マ

病院名
フタバ産業株式会社 知立工場診療所



ハ ひらまつ歯科医院 472-0054 知立市東上重原5-38
マ 三河ふれあい歯科 472-0013 知立市谷田町川岸26-4



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－岡崎市－                                2022.10.21

クリニック
郵便番号 住所

ARTクリニックみらい 444-2134 岡崎市大樹寺2-2-2
愛知医科大学メディカルセンター 444-2148 岡崎市仁木町川越17-33
葵クリニック西岡崎 444-0938 岡崎市昭和町字北浦1
あおい在宅クリニック 444-0073 岡崎市能見通1-71
あおぞら在宅クリニック 444-0009 岡崎市小呂町1-5
あおばクリニック 444-0823 岡崎市上地3-49-3
あさだ耳鼻咽喉科クリニック 444-0902 岡崎市舳越町字宮前18番地1
足立眼科 444-0076 岡崎市井田町池田48番地
天野整形外科クリニック 444-0853 岡崎市三崎町8-8
ありま脳神経外科クリニック 444-0827 岡崎市針崎町唐桶26番地2
粟屋医院 444-2122 岡崎市鴨田本町21番地7
いしかわ内科クリニック 444-0202 岡崎市宮地町字柳畑37番地1
石原クリニック 444-0076 岡崎市井田町3-91-45
伊藤医院 444-0216 岡崎市定国町字郷外7
岩瀬医院 444-0825 岡崎市福岡町字新町55
いわせこどもクリニック 444-0944 岡崎市北本郷町字川田41番地155
上地整形外科クリニック 444-0823 岡崎市上地１丁目37-15
うちぼり医院 444-0005 岡崎市岡町字方便1-22
宇野整形外科 444-0806 岡崎市緑丘2-7-3
エンジェルベルホスピタル 444-0067 岡崎市錦町5-1
大浜医院 444-0062 岡崎市松本町1丁目91番地
おおはらマタニティクリニック 444-0008 岡崎市洞町字西浦8-1
大堀クリニック 444-0905 岡崎市宇頭町字狐田88-2
岡崎駅前クリニック 444-0813 岡崎市羽根町東荒子38-1
岡崎北クリニック 444-2134 岡崎市大樹寺2-10-1
岡崎共立病院 444-0813 岡崎市羽根町字中田 64番地1
岡崎産婦人科 444-2122 岡崎市鴨田本町9番地19
岡崎市額田北部診療所 444-3435 岡崎市桜形町字東田12-1
岡崎市額田宮崎診療所 444-3611 岡崎市宮崎町字荒井沢西30番地
岡崎整形外科 444-3174 岡崎市真伝町字魂場61番地1
岡崎東病院 444-0008 岡崎市洞町向山16-2
岡崎南上地眼科クリニック 444-0823 岡崎市上地2丁目1-4
岡崎南病院 444-0832 岡崎市羽根東町1-1-3
岡田胃腸科クリニック 444-0822 岡崎市若松東2丁目9番地5
おくやしきクリニック 444-0244 岡崎市下青野町奥屋敷39
おにづか内科クリニック 444-0932 岡崎市筒針町字池田150番地4
おの医院 444-2117 岡崎市百々西町4-3
おばた皮ふ科 444-2135 岡崎市大門3丁目20-13
加藤産婦人科 444-0860 岡崎市明大寺本町1-9
かとう整形外科 444-0852 岡崎市南明大寺町3-10
かとう内科 444-0078 岡崎市伊賀新町35番地2
金山医院 444-0211 岡崎市野畑町字南郷中53番地
カミヤ医院 444-0943 岡崎市矢作町字赤池29
神谷内科 444-0871 岡崎市大西1丁目17-11
亀井医院 444-0038 岡崎市伝馬通1丁目51番地
川島小児科 水野医院 444-0869 岡崎市明大寺町字出口10

病院名
ア

カ



菅整形外科・内科クリニック 444-0079 岡崎市石神町3-13
岸本クリニック 444-2137 岡崎市藪田1丁目19-14
北野桝塚診療所 444-0951 岡崎市北野町字二番訳 75番地1
桐渕眼科 444-0043 岡崎市唐沢町1丁目30番地
小出クリニック 444-0205 岡崎市牧御堂町字油田58-1
こじまファミリークリニック 444-0902 岡崎市舳越町宮前17-1
ごとう内科 444-0015 岡崎市中町6丁目3番地1
小林医院 444-0839 岡崎市羽根西新町2-14
小森内科クリニック 444-0873 岡崎市竜美台1-3-20
サイトウ正 クリニック 444-0851 岡崎市久後崎町郷東32-1
さいとう皮膚科 444-0833 岡崎市柱曙8丁目8番地
酒井皮ふ科 444-0943 岡崎市矢作町字尊所9-2
さだこ心臓内科クリニック 444-0206 岡崎市法性寺町郷前63-1
しいの木こどもクリニック 444-2134 岡崎市大樹寺2丁目7-9
志賀医院 444-0226 岡崎市中島町字薬師23
志貴医院 444-0858 岡崎市上六名4丁目7-1
志貴こどもクリニック 444-0833 岡崎市柱曙1丁目10地15
しばた医院 444-0076 岡崎市井田町字1丁目85
柴田胃腸科・内科 444-0864 岡崎市明大寺町字奈良井35
耳鼻咽喉科気管食道科 康生医院 444-0044 岡崎市康生通南3-35
耳鼻咽喉科ｊクリニック 444-0817 岡崎市不吹町6-5
潤クリニック 444-0071 岡崎市稲熊町1-146-1
城南整形外科 444-0202 岡崎市宮地町字柳畑47-1
城南リハビリクリニック 444-0226 岡崎市中島町字藤屋15-1
じんぐうじクリニック 444-0212 岡崎市下和田町字神宮司66-1
杉浦内科・小児科 444-0015 岡崎市中町6丁目1番地1
すずき眼科クリニック 444-2136 岡崎市上里1-11-22
鈴木クリニック 444-3176 岡崎市真伝吉祥2丁目38番地13
須田クリニック 444-2122 岡崎市鴨田本町18-12
せきやクリニック 444-2121 岡崎市鴨田町字広元247

サ



田井整形外科クリニック 444-3173 岡崎市滝町字外浦12-7
高村医院 444-2149 岡崎市細川町字長原57-33
たかレディースクリニック 444-0823 岡崎市上地1-5-8
竜美ヶ丘小児科 444-0874 岡崎市竜美南3-3-12
竜美ヶ丘スキンクリニック 444-0863 岡崎市東明大寺町16-1
たなむらクリニック 444-0044 岡崎市康生通南2-20-1
田那村産婦人科 444-0044 岡崎市康生通南2-23-5
谷口クリニック 444-0226 岡崎市中島町住吉西3-3
玉木内科 444-0843 岡崎市江口2丁目4番地8
恒川内科クリニック 444-0823 岡崎市上地5-22-16
てんま糖尿病・甲状腺内科 444-0033 岡崎市久右ヱ門町1丁目26番地
内科・消化器科 ゆうクリニック 444-0845 岡崎市六名南1丁目4-5
永坂内科医院 444-0813 岡崎市羽根町若宮13
中田医院 444-0943 岡崎市矢作町字北河原10番地
中西整形外科 444-2137 岡崎市薮田2丁目11-11
中野耳鼻咽喉科 444-0051 岡崎市本町通3-69
長野整形・形成外科医院 444-0864 岡崎市明大寺町字荒井2-2
なでしこ内科クリニック 444-2121 岡崎市鴨田町字広元171
ならい心療内科 444-0864 岡崎市明大寺町沖折戸1-3
にいのみ小児科 444-0943 岡崎市矢作町字西林寺114
にしおかざきクリニック 444-0946 岡崎市富永町字福塚7-1
西澤整形外科クリニック 444-0821 岡崎市庄司田1-15-8
ぬまた皮フ科クリニック 444-0813 岡崎市羽根町若宮24-4
野田整形外科クリニック 444-0931 岡崎市大和町字西島51-18
のびのびこどもクリニック 444-0008 岡崎市洞町字西浦20-2
ハートクリニック神田 444-0008 岡崎市洞町字西浦6-1
羽栗病院 444-3514 岡崎市羽栗町字田中 26・27・30番合併地
橋本記念眼科 444-0853 岡崎市三崎町8-20
花田こどもクリニック 444-3174 岡崎市真伝町字続木屋敷5-6
はまな整形外科クリニック 444-0008 岡崎市洞町字西浦5-1
東大友内科 444-0903 岡崎市東大友町字郷東27-1
光ヶ丘クリニック 444-0840 岡崎市戸崎町牛転36
日名透析クリニック 444-0918 岡崎市日名中町1-36
日名南おおはまクリニック 444-0915 岡崎市日名南町17-4
平幸内科クリニック 444-0862 岡崎市吹矢町90
フェアリーベルクリニック 444-0226 岡崎市中島町鮫田12
福田泌尿器科・皮膚科医院 444-0854 岡崎市六名本町13-1
ふじ耳鼻科クリニック 444-0011 岡崎市欠町字地蔵前4-1
船川医院 444-0864 岡崎市明大寺町字長泉8
別府外科 444-2121 岡崎市鴨田町字広元21
細井医院 444-0825 岡崎市福岡町字菱田72

ナ

タ

ハ



ませぎ整形外科 444-3507 岡崎市本宿台1-1-4
松下内科 444-0864 岡崎市明大寺町池下25-2
美合クリニック 444-0802 岡崎市美合町字天白107-1
三河病院 444-0840 岡崎市戸崎町字牛転2
みしま医院 444-0044 岡崎市康生通南1-23
水上眼科耳鼻咽喉科 444-0941 岡崎市暮戸町南川畔43-5
緑丘アイクリニック 444-0806 岡崎市緑丘2-8-7
緑の森こどもクリニック 444-0823 岡崎市上地2丁目19-7
みなとクリニック 444-3526 岡崎市蓑川新町2-13-1
宮川ホームケアクリニック 444-0802 岡崎市美合町字下長根20-6
みやした眼科 444-0864 岡崎市明大寺町字寺東9-1 大竹南ビル１Ｆ
宮地医院 444-0075 岡崎市伊賀町南郷中19番地
宮地医院 444-0834 岡崎市柱町南屋敷32
むつみ耳鼻咽喉科 444-0203 岡崎市井内町字手保7
むつみ内科 444-0204 岡崎市土井町柳ヶ坪19-1
村山医院 444-0224 岡崎市中島中町4丁目1-1
矢田内科循環器科 444-0951 岡崎市北野町字樫ノ木21番地
野鳥の森皮フ科クリニック 444-0877 岡崎市竜美旭町1-21
矢藤眼科 444-0061 岡崎市能見町103
やはぎ医院 444-0941 岡崎市暮戸町字南川畔36
山中産婦人科 444-0015 岡崎市中町6-2-11
山本クリニック 444-0075 岡崎市伊賀町7-33
山本整形外科 444-0214 岡崎市国正町字下川田6-1
吉田医院 444-0905 岡崎市宇頭町字向山57-1
吉村医院　あさひ産婦人科 444-0834 岡崎市柱町字東荒子141-1

ラ りゅう市役所北 内科・リハビリ科 444-0038 岡崎市伝馬通5-52
わかまつ町皮ふ科 444-0826 岡崎市若松町字西荒子30番地5
若山内科 446-0046 岡崎市連尺通3-2
ワシミ整形外科 444-0851 岡崎市久後崎町字ギロ15番地2
渡辺皮フ科 444-0056 岡崎市福寿町1丁目7番地

会社内診療所
郵便番号 住所

444-8564 岡崎市岡町字原山6番地18
444-3593 岡崎市市場町桐山8
444-2106 岡崎市真福寺町字深山1-10
444-8522 岡崎市矢作町字出口1番地
444-0231 岡崎市高橋町字一二三24番地
444-8558 岡崎市橋目町字御茶屋1番地
444-0245 岡崎市在家町字向前田38番地
444-0232 岡崎市合歓木町字渡嶋22-1

歯科医院
郵便番号 住所

ア いな歯科クリニック 444-0909 岡崎市橋目町御小屋西81-1

フタバ産業株式会社 六ッ美工場診療所
マキタ岡崎工場診療所

歯科医院名

マ

ヤ

病院名
アイシン岡崎診療所
株式会社ジェイテクト岡崎工場診療所
株式会社ジェイテクト花園工場診療所
東レ株式会社岡崎工場 健康管理室
フタバ産業株式会社 高橋工場診療所
フタバ産業株式会社 本社・岡崎工場

ワ



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－高浜市－                                2021.9.8

クリニック
郵便番号 住所

磯貝医院 444-1325 高浜市青木町3-6-15
猪塚皮膚科 444-1333 高浜市沢渡町4-3-8
岩井内科クリニック 444-1322 高浜市二池町4丁目202-10
岩月外科内科クリニック 444-1321 高浜市稗田町6-6-27
おかべ歯科眼科クリニック 444-1313 高浜市向山町5-9-70
きぬうら整形外科泌尿器科 444-1305 高浜市神明町8-15-2
近藤医院 444-1331 高浜市屋敷町2-5-9
泰生医院 444-1325 高浜市青木町5-6-26
たかはま整形リウマチクリニック 444-1333 高浜市沢渡町2-6-24
たねむら耳鼻咽喉科 444-1305 高浜市神明町8丁目15-5
辻こどもクリニック 444-1305 高浜市神明町1-5-1
つばさクリニック 444-1305 高浜市神明町8丁目15-1
寺尾内科小児科 444-1303 高浜市小池町4-9-2

ナ 中沢内科クリニック 444-1333 高浜市沢渡町3-6-19
ハ ひさだ眼科 444-1333 高浜市沢渡町4-2-12
マ 増田耳鼻咽喉科医院 444-1333 高浜市沢渡町4-3-10
ヤ 吉浜クリニック 444-1336 高浜市呉竹町4-12-1

会社内診療所
郵便番号 住所

444-1323 高浜市田戸町1-5-3

病院名
株式会社ジェイテクト田戸岬工場診療所

病院名
ア

カ

タ



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－碧南市－                                2021.10.13

クリニック
郵便番号 住所

あおい皮膚科クリニック 447-0076 碧南市白砂町3-27
いくた整形外科 447-0035 碧南市中山町3-31
板倉医院 447-0865 碧南市浅間町1-89
ウイルクリニック 447-0034 碧南市鴻島町4-24
エンゼルこどもクリニック 447-0879 碧南市沢渡町92
オオノ眼科クリニック 447-0876 碧南市野田町130
岡村産科婦人科 447-0879 碧南市沢渡町29番地
奥田医院 447-0818 碧南市若宮町4-4
長田医院 447-0886 碧南市源氏町4-36
上平医院 447-0876 碧南市野田町52
小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88
小林クリニック 447-0075 碧南市立山町1-10
小町こどもクリニック 447-0026 碧南市三宅町1-80
さかべ医院 447-0885 碧南市志貴町2丁目86番地
作塚杉浦クリニック 447-0874 碧南市作塚町3丁目10番地
耳鼻咽喉科ふじうらクリニック 447-0029 碧南市二本木町二丁目50
新川中央病院 447-0868 碧南市松江町6-83
杉浦医院 447-0847 碧南市音羽町2-6
鈴木糖尿病内科 447-0051 碧南市東山町3丁目72番地

タ 田中眼科 447-0807 碧南市伏見町3-21
永井小児クリニック 447-0877 碧南市栄町2丁目69番地
にしばたクリニック 447-0088 碧南市札木町2丁目74番地
原田医院 447-0082 碧南市湖西町1-50
平岩医院 447-0035 碧南市中山町6-55
碧南市休日診療所 447-0855 碧南市天王町1丁目70番地
碧南クリニック 447-0047 碧南市植出町1-28
碧南整形外科 447-0041 碧南市緑町2-70
へきなん中央クリニック 447-0877 碧南市栄町1丁目21番地
堀尾医院 447-0863 碧南市新川町5丁目108番地
みどりの森クリニック 447-0871 碧南市向陽町1-41
もぎ内科クリニック 447-0035 碧南市中山町1丁目25番地

ヤ 山中従天医館 447-0889 碧南市東浦町2-85
ワ わしづかクリニック 447-0022 碧南市旭町4丁目32番地1

会社内診療所
郵便番号 住所

447-0861 碧南市六軒町4丁目75番地
447-0824 碧南市港南町2丁目8番地12
447-0853 碧南市浜町3

病院名
ア

カ

サ

ナ

アイシン衣浦診療所
豊田自動織機碧南診療所

ハ

マ

病院名
アイシン精機新川工場診療所



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－西尾市－                                2022.10.21

クリニック
郵便番号 住所

あいちリハビリテーション病院 445-0026 西尾市江原町西柄1番地1
あおぞらクリニック 445-0081 西尾市志籠谷町山畔59-3
浅井内科 445-0075 西尾市戸ヶ崎二丁目15番8
浅岡耳鼻咽喉科 445-0063 西尾市今川町下落16−1
石川医院 444-0516 西尾市吉良町吉田字天笠桂92-1
石川内科 445-0063 西尾市今川町東大城15番地1
いながき内科 444-0313 西尾市上矢田町郷後59-8
稲垣レディスクリニック 445-0052 西尾市横手町北屋敷45-3
いわさき内科クリニック 445-0803 西尾市桜町4丁目3番地
奥山医院 444-0322 西尾市巨海町宮前15-1
おのだクリニック 444-0703 西尾市西幡豆町三反田57
小野田整形外科クリニック 445-0062 西尾市丁田町上之切1番地
影山皮フ科クリニック 445-0876 西尾市住崎町流1-3
加藤医院（西尾市錦城町） 445-0864 西尾市錦城町144番地
加藤医院（西尾市駒場町） 445-0021 西尾市駒場町屋敷2
加藤眼科医院 445-0872 西尾市矢曽根町赤池70
加藤耳鼻咽喉科医院 445-0872 西尾市矢曽根町赤地70
神谷内科整形外科 444-0403 西尾市一色町松木島字中切8
かとう皮フ科 445-0072 西尾市徳次町下十五夜15-1
清耳鼻咽喉科 445-0077 西尾市新渡場町大西9-1
吉良内科 444-0522 西尾市吉良町下横須賀字柳原1番地
黒部眼科 444-0703 西尾市幡豆町西幡豆字西見影33番地1
こころのクリニック西尾 445-0864 西尾市錦城町251
こどもクリニック宮地医院 444-0324 西尾市寺津町美之掛35
こんどう内科 444-0316 西尾市羽塚町新坂14-5
酒井クリニック 444-0703 西尾市幡豆町西幡豆字寺後35-1
榊原泌尿器科内科クリニック 445-0802 西尾市米津町里225番地
さくらまちクリニック 445-0804 西尾市緑町3-54
四方乳腺胃腸クリニック 445-0864 西尾市錦城町63番地
宍戸整形外科 445-0866 西尾市塩町9
定塚メンタルクリニック 445-0064 西尾市高畠町4-38
すずきクリニック 445-0872 西尾市矢曽根町赤池88
鈴木内科医院 445-0811 西尾市道光寺町寺内下8-2
整形外科陽だまりの森クリニック 444-0327 西尾市寺津5丁目3番地18
高須皮膚科 444-0422 西尾市一色町味浜北乾地36-1
高須病院 444-0427 西尾市一色町赤羽字上郷中113-1
高浜内科 445-0894 西尾市上町菖蒲池14-1
つるしろクリニック 445-0807 西尾市伊藤三丁目3番2
とくつぎ・ファミリークリニック 445-0072 西尾市徳次町地蔵1
徳永外科内科 444-0704 西尾市鳥羽町未新田8番地1
鳥山クリニック 445-0878 西尾市新在家1-29

病院名
ア

カ

サ

タ



なかざわ記念クリニック 445-0073 西尾市寄住町洲田20番地1
西尾クリニック 445-0831 西尾市大給町102番地
西尾市佐久島診療所 444-0416 西尾市一色町佐久島掛梨44
西尾病院 445-0824 西尾市和泉町22
幡豆クリニック 444-0701 西尾市東幡豆町彦田前33
ひできクリニック 445-0082 西尾市八ツ面町八反田6-1
深見胃腸科 444-0407 西尾市一色町前野字荒子35
深見クリニック 444-0403 西尾市一色町松木島字丸山54
復明館 水谷眼科 445-0062 西尾市丁田町落1番
前田クリニック 445-0861 西尾市吾妻町203
三矢クリニック 444-0426 西尾市一色町治明字本地23-2
三村医院 445-0851 西尾市住吉町3-12
宮崎医院 444-0516 西尾市吉良町上浜32
森内科クリニック 444-0324 西尾市寺津町白山68番地1
やすい小児科 445-0071 西尾市熊味町北十五夜15
山尾病院 445-0853 西尾市桜木町5丁目14番地
山川医院 444-0516 西尾市吉良町吉田字亥改14
山岸クリニック 445-0870 西尾市永吉1-55
山田産婦人科 445-0813 西尾市若松町38番地
山本クリニック 444-0317 西尾市羽塚西ノ山2-34
湯口眼科医院 445-0853 西尾市桜木町4-39
よこやまこどもクリニック 445-0063 西尾市今川町大城43-1
よねづクリニック 445-0802 西尾市米津町野寺道46-5

ラ れん内科クリニック 444-0534 西尾市吉良町木田字前田69

会社内診療所
郵便番号 住所

445-0006 西尾市小島町城山1番地
445-0801 西尾市南中根町子割80
444-0532 西尾市吉良町瀬戸長坂1
445-0012 西尾市下羽角町住崎1

歯科医院
郵便番号 住所

あおい歯科医院 445-0075 西尾市戸ヶ崎3丁目15-12
浅岡歯科 445-0804 西尾市緑町2-39
伊藤歯科クリニック 444-0312 西尾市国森町郷北97-3
おおさわ歯科 444-0326 西尾市富山町大縄35-1
大竹歯科医院 444-0515 西尾市吉良町富好新田青鳥7
岡田歯科医院 445-0072 西尾市徳次町小薮10-2
小沢歯科クリニック 445-0891 西尾市下町神明下84番地1
かとう歯科（西尾市） 445-0864 西尾市錦城町150-25
かにえ歯科 445-0082 西尾市八ツ面町貸売2-2
くろべ歯科 444-0703 西尾市西幡豆町西見影26-1
しずか歯科クリニック 445-0062 西尾市丁田町柳堂10
柴田歯科医院（西尾市） 444-0324 西尾市寺津町枯木13-1
新生歯科医院 445-0073 西尾市寄住町金田5-2

ナ

ハ

マ

ヤ

病院名
アイシン・エィ・ダブリュ(株)城山診療所

ア

アイシン西尾診療所
アイシン高丘吉良工場診療所
デンソー西尾診療所

歯科医院名

カ

サ



たかす歯科クリニック 445-0075 西尾市戸ヶ崎5丁目3-3
高橋歯科 445-0073 西尾市寄住町下田1
つつい歯科 445-0870 西尾市永吉4丁目83-1
西尾セントラル歯科 445-0876 西尾市住崎町流1-1
西尾ファミリー歯科口腔外科 445-0063 西尾市今川町落16-1
西尾みなみ歯科医院 445-0881 西尾市熱池町上新田37-1
まばし歯科医院 445-0837 西尾市鶴ヶ崎町7
みずとり歯科医院 444-0516 西尾市吉良町吉田亥改53-1
三田歯科医院 445-0047 西尾市細池町十良山110-1
みつや歯科・こども矯正歯科 444-0421 西尾市一色町開正出口13-4
みむ歯科クリニック 445-0063 西尾市今川町落50-1

ヤ 三村歯科医院 445-0803 西尾市桜町5-48
友愛歯科 445-0878 西尾市新在家1丁目27番地

マ

ナ

タ



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－幸田町－                                2022.2.8

クリニック
郵便番号 住所

ア おはら内科クリニック 444-0104 額田郡幸田町大字坂崎字上田31-3
京ヶ峰 岡田病院 444-0104 額田郡幸田町坂崎字石ノ塔8
こうた眼科クリニック 444-0113 額田郡幸田町大字菱池字細井87-1
幸田中央クリニック 444-0117 額田郡幸田町大字相見字沖原53番地
こうた皮フ科クリニック 444-0103 額田郡幸田町大字大草字大正3-3
こん野ファミリークリニック 444-0103 額田郡幸田町大字大草字瓶割65-1
佐野胃腸科外科 444-0103 額田郡幸田町大字大草字松山12番地4
三ヶ根クリニック 444-0124 額田郡幸田町大字深溝字権行寺11
鈴木眼科医院 444-0103 額田郡幸田町大字大草字松山12-6

タ とみた小児科 444-0114 額田郡幸田町大字横落字竹ノ花2番地1
西山みみ・はな・のどクリニック 444-0103 額田郡幸田町大字大草字広野30
野々村クリニック 444-0116 額田郡幸田町大字芦谷字伯楽6-1

ハ 日高医院 444-0124 額田郡幸田町大字深溝字東道祖神7-1
牧原整形外科クリニック 444-0116 額田郡幸田町大字芦谷字後シロ5-1
三河クリニック 444-0104 額田郡幸田町大字坂崎字西長根25-72
むらかみ整形外科 444-0111 額田郡幸田町大字高力字広面2

ヤ やまざきクリニック 444-0113 額田郡幸田町大字菱池字源田62番地2

会社内診療所
郵便番号 住所

444-0101 額田郡幸田町長嶺柳沢1-1

マ

病院名
フタバ産業株式会社 幸田工場診療所

病院名

カ

サ

ナ



安城更生病院 登録施設一覧 市町村別　－その他－                                2022.6.13

クリニック
郵便番号 住所

荒川医院 461-0001 名古屋市東区泉一丁目5-24
あんどう耳鼻咽喉科クリニック 470-0373 豊田市四郷町千田64番
安野内科・循環器科 475-0857 半田市広小路町153-10
ウチカラクリニック 464-0821 名古屋市千種区末盛通1-3　ハイツサンピア403
大府クリニック 474-0055 大府市一屋町４丁目１１番地
かなだ眼科クリニック 443-0038 蒲郡市拾石町縄手添4-1
かなだ内科・糖尿病クリニック 443-0046 蒲郡市竹谷町油井29-8
上條医院 470-1214 豊田市福受町下ノ切79-1
カワイ外科 443-0032 蒲郡市丸山町7番1号

サ セレンクリニック名古屋 460-0008 名古屋市中区栄4-14-2　久屋パークビル2F
タ とよおかクリニック 443-0011 蒲郡市豊岡町梶田１３－１
ナ 日進すずき整形外科 470-0113 日進市栄三丁目2002
ハ ふじしま内科 471-0046 豊田市本新町7丁目48番地6　豊田ほっとかん2Ｆ
マ マイファミリークリニック蒲郡 443-0057 蒲郡市中央本町６-7

会社内診療所
郵便番号 住所

471-0838 豊田市緑ヶ丘6丁目1番地

歯科医院
郵便番号 住所

タ 豊田中央歯科 473-0923 豊田市中根町町田80-2
マ 水野歯科医院 443-0021 蒲郡市三谷町高松20-1

歯科医院名

病院名
ア

カ

病院名
フタバ産業㈱緑工場診療所
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