
岡崎市 医療法人久和会 東大友内科

医療法人岡田胃腸科クリニック

おくやしきクリニック

おにづか内科クリニック

小出クリニック

こじまファミリークリニック

志賀医院

じんぐうじクリニック

にしおかざきクリニック

細井医院

宮地医院

村山医院

葵クリニック西岡崎

永坂内科医院

ところ内科

額田郡 おはら内科クリニック

幸田中央クリニック

やまざきクリニック

蒲郡市 こんどうクリニック

医療法人 カワイ外科

碧南市 医療法人杉田会 にしばたクリニック

医療法人作塚杉浦クリニック

加藤病院

わしづかクリニック

西尾市 医療法人榊原泌尿器科内科クリニック

徳永外科内科

四方乳腺胃腸クリニック

すずきクリニック

いながき内科

山岸クリニック

加藤医院

西尾病院

刈谷市 小垣江にしおクリニック

刈谷なりたクリニック

みやち内科

かねこクリニック

辻内科循環器科クリニック

安城市 アイエムクリニック・安城

飯塚クリニック

がん地域連携パス対象医療機関

下記一覧の医療機関とがん地域連携パスにて連携しています。

胃がん

https://okada-ichouka.com/
https://okuyashiki-cl.com/
http://www.koideclinic.com/
http://kojima-family-clinic.com/wp/
http://www.jincli.com/
https://www.miyaji-clinic.com/
https://www.murayama-iin-okazaki.com/
http://www.aoi-hospital.jp/nishi/
http://yamazaki-med.com/
https://kawai-geka.com/
https://nishibata-clinic.or.jp/
https://www.sakutsuka-sugiura.com/
http://www.jukikai.or.jp/
https://www.washizuka-clinic.com/index.html
http://www.sakakibara-cl.com/
https://www.shikata-clinic.net/
http://nishio-s-clinic.jp/
https://yamagishi-clinic.amebaownd.com/
http://nishio-hp.or.jp/
https://nishio-clinic.com/
http://www.narita-clinic.jp/index.html
http://www.katch.ne.jp/~nmiyachi
http://www.kanekoclinic.info/
http://im-clinic-anjo.com/
http://www.myclinic.ne.jp/iizuka_c/pc/


池浦クリニック

内科・消化器科 市川クリニック

松原医院

清水クリニック

わかば内科

都築医院

いながき医院

鳥居医院

土井胃腸科外科クリニック

みうらクリニック

近藤医院

岡田内科

錦町クリニック

二本木クリニック

ひこぼし内科クリニック

医療法人 野々川内科

やました内科小児科クリニック

　いちかわメディカルクリニック

高浜市 近藤医院

豊田市 平吹医院

胃がん

https://www.nisenkai.or.jp/
https://www.ichi-cl.com/
https://shimi-cli.com/
http://wakaba.que.jp/
http://www.tsuzukiiin.com/
https://www.inagaki-iin.com/
https://doi-clinic.com/
https://miura-clinic.info/
https://www.ne.jp/asahi/anjo/kondo/
https://niho-cli.com/
http://hikoboshiclinic.com/index.html
https://www.nonogawanaika.com/
https://yamashita-clinic.org/
http://ichi-med.jp/index.php
https://www.hirabuki-cl.com/


岡崎市 医療法人久和会 東大友内科

おくやしきクリニック

おにづか内科クリニック

医療法人岡田胃腸科クリニック

小出クリニック

こじまファミリークリニック

志賀医院

じんぐうじクリニック

にしおかざきクリニック

細井医院

宮地医院

村山医院

葵クリニック西岡崎

永坂内科医院

ところ内科

額田郡 おはら内科クリニック

幸田中央クリニック

やまざきクリニック

蒲郡市 こんどうクリニック

医療法人 カワイ外科

碧南市 医療法人杉田会 にしばたクリニック

医療法人作塚杉浦クリニック

加藤病院

わしづかクリニック

西尾市 医療法人榊原泌尿器科内科クリニック

徳永外科内科

四方乳腺胃腸クリニック

すずきクリニック

いながき内科

山岸クリニック

加藤医院

西尾病院

刈谷市 小垣江にしおクリニック

刈谷なりたクリニック

みやち内科

かねこクリニック

辻内科循環器科クリニック

安城市 アイエムクリニック・安城

飯塚クリニック

池浦クリニック

内科・消化器科 市川クリニック

いながき医院

大腸がん

https://okuyashiki-cl.com/
https://okada-ichouka.com/
http://www.koideclinic.com/
http://kojima-family-clinic.com/wp/
http://www.jincli.com/
https://www.miyaji-clinic.com/
https://www.murayama-iin-okazaki.com/
http://www.aoi-hospital.jp/nishi/
http://yamazaki-med.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://nishibata-clinic.or.jp/
https://www.sakutsuka-sugiura.com/
http://www.jukikai.or.jp/
https://www.washizuka-clinic.com/index.html
http://www.sakakibara-cl.com/
https://www.shikata-clinic.net/
http://nishio-s-clinic.jp/
https://yamagishi-clinic.amebaownd.com/
http://nishio-hp.or.jp/
https://nishio-clinic.com/
http://www.narita-clinic.jp/index.html
http://www.katch.ne.jp/~nmiyachi
http://www.kanekoclinic.info/
http://im-clinic-anjo.com/
http://www.myclinic.ne.jp/iizuka_c/pc/
https://www.nisenkai.or.jp/
https://www.ichi-cl.com/
https://www.inagaki-iin.com/


松原医院

清水クリニック

わかば内科

都築医院

鳥居医院

土井胃腸科外科クリニック

近藤医院

岡田内科

錦町クリニック

二本木クリニック

ひこぼし内科クリニック

医療法人 野々川内科

みうらクリニック

やました内科小児科クリニック

 いちかわメディカルクリニック

高浜市 近藤医院

豊田市 平吹医院

大腸がん

https://shimi-cli.com/
http://wakaba.que.jp/
http://www.tsuzukiiin.com/
https://doi-clinic.com/
https://www.ne.jp/asahi/anjo/kondo/
https://niho-cli.com/
http://hikoboshiclinic.com/index.html
https://www.nonogawanaika.com/
https://miura-clinic.info/
https://yamashita-clinic.org/
http://ichi-med.jp/index.php
https://www.hirabuki-cl.com/


岡崎市 医療法人久和会 東大友内科

医療法人岡田胃腸科クリニック

おくやしきクリニック

おにづか内科クリニック

小出クリニック

こじまファミリークリニック

志賀医院

じんぐうじクリニック

にしおかざきクリニック

宮地医院

村山医院

永坂内科医院

ところ内科

額田郡 おはら内科クリニック

やまざきクリニック

蒲郡市 医療法人 カワイ外科

碧南市 医療法人作塚杉浦クリニック

わしづかクリニック

西尾市 医療法人榊原泌尿器科内科クリニック

四方乳腺胃腸クリニック

加藤医院

西尾病院

刈谷市 小垣江にしおクリニック

刈谷なりたクリニック

みやち内科

かねこクリニック

辻内科循環器科クリニック

かとう乳腺クリニック

安城市 アイエムクリニック・安城

飯塚クリニック

池浦クリニック

内科・消化器科 市川クリニック

清水クリニック

わかば内科

近藤医院

岡田内科

錦町クリニック

二本木クリニック

ひこぼし内科クリニック

医療法人 野々川内科

やました内科小児科クリニック

都築医院

 いちかわメディカルクリニック

乳がん

https://okada-ichouka.com/
https://okuyashiki-cl.com/
http://www.koideclinic.com/
http://kojima-family-clinic.com/wp/
http://www.jincli.com/
https://www.miyaji-clinic.com/
https://www.murayama-iin-okazaki.com/
http://yamazaki-med.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://www.sakutsuka-sugiura.com/
https://www.washizuka-clinic.com/index.html
http://www.sakakibara-cl.com/
https://www.shikata-clinic.net/
http://nishio-hp.or.jp/
https://nishio-clinic.com/
http://www.narita-clinic.jp/index.html
http://www.katch.ne.jp/~nmiyachi
http://www.kanekoclinic.info/
http://www.kato-breast.com/
http://im-clinic-anjo.com/
http://www.myclinic.ne.jp/iizuka_c/pc/
https://www.nisenkai.or.jp/
https://www.ichi-cl.com/
https://shimi-cli.com/
http://wakaba.que.jp/
https://www.ne.jp/asahi/anjo/kondo/
https://niho-cli.com/
http://hikoboshiclinic.com/index.html
https://www.nonogawanaika.com/
https://yamashita-clinic.org/
http://www.tsuzukiiin.com/
http://ichi-med.jp/index.php


高浜市 近藤医院

名古屋市 名古屋金山駅ゆき乳腺クリニック

豊田市 平吹医院

乳がん

http://kanayama-breast.com/
https://www.hirabuki-cl.com/


岡崎市 医療法人久和会 東大友内科

医療法人岡田胃腸科クリニック

おくやしきクリニック

おにづか内科クリニック

小出クリニック

こじまファミリークリニック

志賀医院

じんぐうじクリニック

にしおかざきクリニック

細井医院

宮地医院

村山医院

永坂内科医院

ところ内科

額田郡 おはら内科クリニック

幸田中央クリニック

やまざきクリニック

蒲郡市 こんどうクリニック

医療法人 カワイ外科

碧南市 医療法人杉田会 にしばたクリニック

医療法人作塚杉浦クリニック

わしづかクリニック

西尾市 医療法人榊原泌尿器科内科クリニック

徳永外科内科

四方乳腺胃腸クリニック

すずきクリニック

いながき内科

山岸クリニック

加藤医院

西尾病院

刈谷市 小垣江にしおクリニック

刈谷なりたクリニック

みやち内科

かねこクリニック

辻内科循環器科クリニック

安城市 アイエムクリニック・安城

飯塚クリニック

池浦クリニック

内科・消化器科 市川クリニック

松原医院

清水クリニック

わかば内科

肝がん

https://okada-ichouka.com/
https://okuyashiki-cl.com/
http://www.koideclinic.com/
http://kojima-family-clinic.com/wp/
http://www.jincli.com/
https://www.miyaji-clinic.com/
https://www.murayama-iin-okazaki.com/
http://yamazaki-med.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://nishibata-clinic.or.jp/
https://www.sakutsuka-sugiura.com/
https://www.washizuka-clinic.com/index.html
http://www.sakakibara-cl.com/
https://www.shikata-clinic.net/
http://nishio-s-clinic.jp/
https://yamagishi-clinic.amebaownd.com/
http://nishio-hp.or.jp/
https://nishio-clinic.com/
http://www.narita-clinic.jp/index.html
http://www.katch.ne.jp/~nmiyachi
http://www.kanekoclinic.info/
http://im-clinic-anjo.com/
http://www.myclinic.ne.jp/iizuka_c/pc/
https://www.nisenkai.or.jp/
https://www.ichi-cl.com/
https://shimi-cli.com/
http://wakaba.que.jp/


いながき医院

鳥居医院

近藤医院

岡田内科

錦町クリニック

ひこぼし内科クリニック

二本木クリニック

やました内科小児科クリニック

医療法人 野々川内科

 いちかわメディカルクリニック

高浜市 近藤医院

豊田市 平吹医院

肝がん

https://www.inagaki-iin.com/
https://www.ne.jp/asahi/anjo/kondo/
http://hikoboshiclinic.com/index.html
https://niho-cli.com/
https://yamashita-clinic.org/
https://www.nonogawanaika.com/
http://ichi-med.jp/index.php
https://www.hirabuki-cl.com/


岡崎市 医療法人久和会 東大友内科

医療法人岡田胃腸科クリニック

おくやしきクリニック

おにづか内科クリニック

小出クリニック

こじまファミリークリニック

志賀医院

じんぐうじクリニック

にしおかざきクリニック

細井医院

宮地医院

村山医院

永坂内科医院

ところ内科

額田郡 おはら内科クリニック

やまざきクリニック

幸田中央クリニック

蒲郡市 医療法人 カワイ外科

碧南市 医療法人作塚杉浦クリニック

わしづかクリニック

西尾市 医療法人榊原泌尿器科内科クリニック

四方乳腺胃腸クリニック

すずきクリニック

いながき内科

山岸クリニック

加藤医院

西尾病院

刈谷市 小垣江にしおクリニック

刈谷なりたクリニック

みやち内科

かねこクリニック

辻内科循環器科クリニック

安城市 アイエムクリニック・安城

飯塚クリニック

池浦クリニック

清水クリニック

わかば内科

都築医院

いながき医院

鳥居医院

近藤医院

岡田内科

肺がん

https://okada-ichouka.com/
https://okuyashiki-cl.com/
http://www.koideclinic.com/
http://kojima-family-clinic.com/wp/
http://www.jincli.com/
https://www.miyaji-clinic.com/
https://www.murayama-iin-okazaki.com/
http://yamazaki-med.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://kawai-geka.com/
https://www.sakutsuka-sugiura.com/
https://www.washizuka-clinic.com/index.html
http://www.sakakibara-cl.com/
https://www.shikata-clinic.net/
http://nishio-s-clinic.jp/
https://yamagishi-clinic.amebaownd.com/
http://nishio-hp.or.jp/
https://nishio-clinic.com/
http://www.narita-clinic.jp/index.html
http://www.katch.ne.jp/~nmiyachi
http://www.kanekoclinic.info/
http://im-clinic-anjo.com/
http://www.myclinic.ne.jp/iizuka_c/pc/
https://www.nisenkai.or.jp/
https://shimi-cli.com/
http://wakaba.que.jp/
http://www.tsuzukiiin.com/
https://www.inagaki-iin.com/
https://www.ne.jp/asahi/anjo/kondo/


錦町クリニック

ひこぼし内科クリニック

二本木クリニック

やました内科小児科クリニック

医療法人 野々川内科

 いちかわメディカルクリニック

高浜市 近藤医院

豊田市 平吹医院

肺がん

http://hikoboshiclinic.com/index.html
https://niho-cli.com/
https://yamashita-clinic.org/
https://www.nonogawanaika.com/
http://ichi-med.jp/index.php
https://www.hirabuki-cl.com/


安城市  いちかわメディカルクリニック

岡崎市 ところ内科

豊田市 平吹医院

前立腺がん

http://ichi-med.jp/index.php
https://www.hirabuki-cl.com/

