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◆　岐阜市

川出医院 500-8023 岐阜市今町２−３６ 058-264-8296 ―

サン新妻デンタルクリニック 500-8034 岐阜市本町１－１４ 058-263-0664 ―

いなば内科 500-8043 岐阜市伊奈波通1-51 058-263-0178 http://www.geocities.jp/inaba_naika/

河合内科医院 500-8113 岐阜市金園町４−３２ 058-245-0564 http://www.kawai-naika-gifu.com/

安江内科クリニック 500-8136 岐阜市雪見町２－１７ 058-248-2266 http://www.yasue-cl.com/

高井クリニック 500-8148 岐阜市曙町２－１７－１ 058-247-2356 ―

医療法人和光会　山田メディカルクリニック 500-8167 岐阜市東金宝町１−１２ 058-265-1411 http://www.yamada-medical.or.jp/pc/

すみ痛みのクリニック 500-8175 岐阜市長住町２−３　岐阜ビル５F 058-212-0666 http://sumi-itami.com/

きしもと矯正歯科クリニック 500-8175 岐阜市長住町２−４　大橋ビル３F 058-266-9001 http://www.kikcs.com/

福富胃腸クリニック 500-8175 岐阜市長住町2-3　岐阜ビル3Ｆ 058-265-6161 http://www.fukutomi-icyo.dr-clinic.jp/

かわぐちクリニック 500-8178 岐阜市清住町２−１６　萬甚ビル１Ｆ 058-216-0191 ―

棚橋耳鼻咽喉科 500-8186 岐阜市霞町２４ 058-263-4523 http://www.city.gifu.med.or.jp/mdi/hosp.php?id=402

矢嶋小児科小児循環器クリニック 500-8212 岐阜市日野南７−１０−７ 058-240-5666 http://www.ip.mirai.ne.jp/~yyy/

はしもと内科 500-8225 岐阜市岩地１－２－８ 058-245-5641 http://gifu-hashimotonaika.com/

近藤ゆか耳鼻咽喉科 500-8226 岐阜市野一色６−８−６ 058-245-3939 http://www.yukajibi.com/

長森こどもクリニック 500-8232 岐阜市前一色２−２０−１４ 058-240-1140 http://nagamori-kodomo.jp/

青山眼科クリニック 500-8233 岐阜市蔵前６−１６−１ 058-248-1011 http://www.aoyama-eye-clinic.com/

はやし内科クリニック 500-8241 岐阜市領下６−２５−１ 058-245-1960 http://hayashinaika.suuhun.com/

まつおクリニック 500-8263 岐阜市茜部新所４−１３２−１ 058-275-2345 http://www.geocities.jp/clinicmatsuo/

中原クリニック 500-8301 岐阜市浪花町２−１５ 058-254-1711 https://nakahara-clinic.com/

新美クリニック 500-8309 岐阜市都通１−６ 058-252-0213 ―

森内科クリニック 500-8323 岐阜市鹿島町５−１８ 058-254-8200 https://itp.ne.jp/info/214434600159131680/

たかはし整形外科 500-8345 岐阜市菊地町２－１５ 058-271-6766 http://takahashi-seikei.net/
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つちや整形外科 500-8359 岐阜市六条北２−１０−９　六条メディカルモール 058-277-3601 ―

つばさ皮フ科クリニック 500-8359 岐阜市六条北２−１０−９　六条メディカルモール 058-277-3602 ―

なかのまちクリニック 500-8364 岐阜市本荘中ノ町１０−２９−１ 058-275-5050 http://nakanomachi-cl.com/

中山耳鼻咽喉科 500-8381 岐阜市市橋４−１３−６ 058-275-6353 ―

なだこどもとアレルギーのクリニック 500-8381 岐阜市市橋３−９−７ 058-271-6626 https://www.nada-kuri.com/

やぶたこどもクリニック 500-8384 岐阜市藪田南３−６−３ 058-278-5255 http://www.ykclinic.jp/

操健康クリニック 500-8384 岐阜市薮田南１−４−２０ 058-274-0330 http://docmisao.jp/

加納内科 リウマチ科・糖尿病内科クリニック 500-8408 岐阜市住ノ江町２−１ 058-263-7711 http://www.kanoh-naika.jp/

河合外科・整形外科 500-8451 岐阜市加納上本町２−１６ 058-272-2046 https://www.kawai-seikei.or.jp/

わたなべ皮ふ科 500-8469 岐阜市加納竜興町１−１０ 058-277-6561 http://www.watanabe-skin.com/

高橋産婦人科 500-8818 岐阜市梅ヶ枝町３−４１−３ 058-263-5726 http://www.ccn.aitai.ne.jp/~takahash/

まつもとペインクリニック整形外科 500-8823 岐阜市江川町１４ 058-267-6070 https://matsumoto-pain-clinic.com/

小木曽医院 500-8833 岐阜市神田町２−４ 058-262-2320 ―

ホリ歯科矯正研究所 500-8833 岐阜市神田町９−２２　パリスビル３Ｆ 058-262-7832 ―

森皮膚科 500-8842 岐阜市金町５−１１ 058-265-5135 ―

シティ・タワー診療所 500-8856 岐阜市橋本町２−５２　岐阜シティ・タワー４３−３F 058-269-3270 https://citytower.jadecom.or.jp/

やまが整形外科 500-8864 岐阜市真砂町９−１５ 058-264-8822 http://www.yamaga-seikei.com/

小牧内科クリニック 500-8865 岐阜市昭和町２−１１ 058-253-7717 https://www.tomoikikai.net/

竹田クリニック 501-0105 岐阜市河渡３−１１０ 058-254-0066 http://takeda-clinic.info/

育誠会　木野村医院 501-0123 岐阜市鏡島西２−１６−１１ 058-253-6530 ―

眼科クリニックやすえ 501-0123 岐阜市鏡島西２−３−１２ 058-255-4100 http://www.koukikai.gr.jp/koukikai/eyes-clinic.html

なかむら歯科医院 501-1113 岐阜市大学西２−１４７−３ 058-234-1200 ―

西本整形外科リハビリクリニック 501-1121 岐阜市古市場３２１−７ 058-230-2301 http://nishimoto-seikei.com/

立山クリニック 501-1127 岐阜市古市場神田８１−１ 058-234-7779 ―

ベルデンタルオフィス黒野 501-1128 岐阜市洞９９１ 058-215-0991 ―

岐北クリニック 501-1128 岐阜市洞９９４−１２ 058-234-5555 ―
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ソフィア歯科クリニック 501-1131 岐阜市黒野字溝西５０１−７ 058-234-0181 ―

西村歯科医院 501-1131 岐阜市黒野４６７−３ 058-239-0011 ―

深尾歯科 501-1132 岐阜市折立４３０−１ 058-234-1234 http://www.fukao-sika.com/

みながわ内科・循環器科クリニック 501-1132 岐阜市折立８９５−１ 058-234-8077 http://www.minagawa-clinic.com/

かわごえクリニック 501-1135 岐阜市木田２−１７−１ 058-234-2221 http://www.kawagoe-cl.com/

かさい内科クリニック 501-1148 岐阜市上尻毛日吉１２５ 058-239-0770 http://fdoc.jp/clinic/detail/index/id/30141/

いなば歯科医院 501-1151 岐阜市川部５−２９−１ 058-234-1812 ―

又丸診療所 501-1152 岐阜市又丸６７−７ 058-234-4747 http://www.kyowakai.or.jp/

東クリニック 501-1155 岐阜市又丸宮東２０−１ 058-239-6612 ―

森整形外科リハビリクリニック 501-1161 岐阜市西改田川向１３７−１ 058-230-9005 https://www.moriseikeigeka.com/

七郷クリニック 501-1168 岐阜市西改田上の町６２−３ 058-234-5155 ―

谷村クリニック 501-1177 岐阜市中西郷４−６７−１ 058-234-8610 http://www.tanimura-clinic.jp/

みわ眼科 501-2525 岐阜市春近古市場南８６−１ 058-229-3888 http://miwaganka.byoinnavi.jp/

松井医院 501-2535 岐阜市石原３−１１６ 058-229-5655 http://matui-clinic.jp/

いずみ歯科 501-2535 岐阜市石原２−２０４−２ 058-229-7177 ―

不破クリニック 501-2572 岐阜市太郎丸北郷２４３−５ 058-229-6081 http://www.ccn2.aitai.ne.jp/~sfuwa/

眼科 林クリニック 501-3123 岐阜市大洞柏台４−３−３ 058-241-7782 ―

安達整形外科 501-3133 岐阜市芥見南山２−８−４ 058-242-2232 http://www.adachi-seikei.com/

おやま皮膚科クリニック 501-3133 岐阜市芥見南山２−６−１ 058-241-0011 http://oyamahifuka.com/

森田整形外科 501-3134 岐阜市芥見３−３１４ 058-241-0785 ―

まるの内科クリニック 501-6115 岐阜市柳津町丸野１−７０−１ 058-387-8282 ―

黒田内科クリニック 501-6121 岐阜市柳津町上佐波西３−１５１ 058-270-0500 http://www.kuroda-naika.net/

増田医院 502-0002 岐阜市粟野東４−２６−２ 058-237-4000 https://itp.ne.jp/info/216770920300000899/

三田洞歯科医院 502-0006 岐阜市粟野西２−５４−１ 058-237-2340 http://www.mitahorasika.com/

あいデンタルクリニック 502-0006 岐阜市粟野西３−６１−１ 058-237-4567 http://ai-dental-clinic.com/

高木医院 502-0022 岐阜市長良東郷町１−７ 058-232-3647 https://takagi-cl.com/
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おおにし内科クリニック 502-0045 岐阜市長良校前町４−７ 058-231-7009 ―

小倉医院 502-0047 岐阜市長良葵町１−２−３ 058-231-1573 ―

宮崎千恵婦人クリニック 502-0071 岐阜市長良１９７２−５ 058-233-5553 ―

眼科 好明館 502-0071 岐阜市長良１５７−１ 058-232-3952 http://www.ganka-koumeikan.com/

ポッポの家診療所 502-0071 岐阜市長良１２７８－１ 058-294-5757 https://gifu-popponoie.jimdo.com/

ながら耳鼻科・内科クリニック 502-0082 岐阜市長良東２−１２７−１ 058-210-2080 ―

ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ 502-0082 岐阜市長良東３−３ 058-231-3029 http://www.miwaclinic.com/

長良内科クリニック 502-0812 岐阜市八代２−１１−１ 058-242-9933 https://nagaraclinic.com/

長良整形外科クリニック 502-0812 岐阜市八代３−１０−１２ 058-296-2255 http://website2.infomity.net/8252147/

あそファミリー眼科 502-0813 岐阜市福光東１−１−１８ 058-295-3006 http://www.asoeyeclinic.com/

たてべファミリークリニック 502-0813 岐阜市福光東２−４−３ 058-296-1231 http://tatebe-fc.com/

ともえだ皮フ科 502-0813 岐阜市福光東１−２４−９ 058-215-5588 https://tomoeda-hifuka.com/

正芳会　細野医院 502-0814 岐阜市福光西３−９−１３ 058-233-6620 http://hosono-clinic.jp/

岸本医院 502-0815 岐阜市福光南町１４−１５ 058-232-2882 http://kishimoto-iinn.com/

ひろせ歯科医院 502-0815 岐阜市福光南町２２−６ 058-294-6489 http://www.hirose-dentalclinic.com/

ごとう整形外科 502-0815 岐阜市福光南町２２−１ 058-333-7446 http://www.goto-seikeigeka.jp/

長良きとう歯科 502-0827 岐阜市平和通１−１−２ 058-296-5050 http://www.nagara-kito-shika.jp/

高橋眼科医院 502-0847 岐阜市早田栄町１−２３ 058-231-4398 http://www.takahashiganka-gifu.jp/

松原歯科クリニック 502-0849 岐阜市栄新町１−１２ 058-231-5151 http://www.matsubara-dc.jp/

鷺山大橋内科医院 502-0851 岐阜市鷺山１２５７ 058-232-0715 ―

たろう整形外科 502-0851 岐阜市鷺山１７６８−５８０ 058-297-2321 https://www.taro-seikei.jp/

そぶえ歯科医院 502-0857 岐阜市正木１９８１−３７ 058-294-3315 https://sobue-dc.com/

医療法人　高井外科 502-0857 岐阜市正木１９７８−７２ 058-231-6055 http://takaigeka.net/

河田医院 502-0859 岐阜市城田寺３１１ 058-232-8399 ―

さぎ山クリニック 502-0872 岐阜市鷺山北町８−２９ 058-233-8733 ―

マサキ歯科クリニック 502-0881 岐阜市正木北町３−８ 058-296-6070 http://www.masaki-dental.com/
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石黒クリニック 502-0881 岐阜市正木北町６−３７ 058-231-1515 http://motoyuki1496.tcp.jp/clinicindex.html

ちかいしクリニック 502-0901 岐阜市光町２−４４ 058-210-1155 http://hospital.touhoukai.or.jp/

基生会　おおのレディースクリニック 502-0901 岐阜市光町１−４４ 058-233-0201 http://www.ohno-lc.com/

土野メンタルクリニック 502-0905 岐阜市山吹町６−１９−２ 058-295-6555 ―

りお歯科クリニック 502-0911 岐阜市北島８−１−１ 058-260-8787 http://www.rio-dc.com/

恩田眼科クリニック 502-0911 岐阜市北島４−６−８ 058-296-1500 http://www.onda-ganka.com/

いちき皮膚科 502-0913 岐阜市東島３−９−１３ 058-231-1237 http://ichikihifuka.com/

いずみレディスクリニック 502-0914 岐阜市菅生６−２−４ 058-296-4141 http://www.izumiladies.com/

梅田クリニック 502-0926 岐阜市旦島１−６−１４ 058-295-5055 http://umeda-clinic.or.jp/

のりたけキッズベビークリニック 502-0929 岐阜市則武東２−１９−１８ 058-215-5586 http://noritakekids.com/

なかしま脳神経外科クリニック 502-0929 岐阜市則武東２−１５−１８ 058-215-8668 ―

せきぐちクリニック 502-0932 岐阜市則武中４−２−１ 058-294-0230 ―

うすい歯科口腔外科クリニック 502-0932 岐阜市則武中１−２７−２４ 058-232-9677 ―

青木内科・眼科 502-0932 岐阜市則武中３−５−１５ 058-232-5131 http://www.aoki-naikaganka.com/

石村内科 502-0933 岐阜市日光町９−７−１ 058-232-6700 ―

戸谷内科 502-0934 岐阜市大福町８−３５ 058-231-3969 ―

おのぎクリニック 502-0936 岐阜市萱場南２−１２−１７ 058-295-1500 http://onogiclinic.com/


