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岐阜地区（139件）

岐阜市 1 操健康クリニック 岐阜県岐阜市藪田南１－４－２０
70件 2 芥見診療所 岐阜県岐阜市芥見長山３－１０４

3 くまざき内科 岐阜県岐阜市日置江１－７２
4 松原医院 岐阜県岐阜市柳津町丸野１－７２
5 成瀬クリニック 岐阜県岐阜市日野東４－４－８
6 はしもと内科 岐阜県岐阜市岩地１－２－８
7 おざわクリニック 岐阜県岐阜市茜部新所３－５４－２
8 加藤内科クリニック 岐阜県岐阜市金屋町１－１８
9 竹内医院 岐阜県岐阜市茜部野瀬３－１３６
10 岐阜外科 岐阜県岐阜市東中島１－１７－８
11 城東内科クリニック 岐阜県岐阜市正法寺町２８
12 梅田クリニック 岐阜県岐阜市旦島１－６－１４
13 新美クリニック 岐阜県岐阜市都通１－６
14 きさらぎ内科 岐阜県岐阜市如月町６ー３６ー１
15 増田医院 岐阜県岐阜市粟野東４－２６－２
16 石村内科 岐阜県岐阜市日光町９－７－１
17 松井医院 岐阜県岐阜市石原３－１１６
18 あかなべクリニック 岐阜県岐阜市茜部中島１－２５－１
19 すこやか診療所 岐阜県岐阜市北山１－１３－１１
20 小牧内科クリニック 岐阜県岐阜市昭和町２－１１
21 佐伯クリニック 岐阜県岐阜市東鶉２－１４－５
22 石黒クリニック 岐阜県岐阜市正木北町６－３７
23 いなば内科 岐阜県岐阜市伊奈波通１－５１
24 はやし内科クリニック 岐阜県岐阜市領下６－２５－１
25 なかたにクリニック 岐阜県岐阜市琴塚２－７－１６
26 水谷医院 岐阜県岐阜市加納朝日町３－４６－１０
27 高木医院 岐阜県岐阜市長良東郷町１－７
28 細川医院 岐阜県岐阜市江川町２５－２
29 わたなべ内科クリニック 岐阜県岐阜市福光東１－２８－１
30 立山クリニック 岐阜県岐阜市古市場神田８１－１
31 医療法人社団　孝仁会　たじりか医院 岐阜県岐阜市柳津町蓮池２－２４
32 まるの内科クリニック 岐阜県岐阜市柳津町丸野１－７０－１
33 たけのうちクリニック 岐阜県岐阜市柳津町高桑東３－１６
34 松田内科クリニック 岐阜県岐阜市水海道５－２－２
35 ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ 岐阜県岐阜市長良東３－３
36 華陽診療所 岐阜県岐阜市祈年町１－２４－３
37 北一色ファミリークリニック 岐阜県岐阜市北一色４－３－４
38 折居クリニック 岐阜県岐阜市鷺山北町８－３８
39 医療法人和光会　山田メディカルクリニック 岐阜県岐阜市東金宝町１－１２
40 おのぎクリニック 岐阜県岐阜市萱場南２－１２－１７
41 小木曽医院 岐阜県岐阜市神田町２－４
42 伊東内科クリニック 岐阜県岐阜市白山町２－８－２
43 中原クリニック 岐阜県岐阜市浪花町２－１５
44 さわむら医院 岐阜県岐阜市西川手１－９５－１
45 長良内科クリニック 岐阜県岐阜市八代２－１１－１
46 シティ・タワー診療所 岐阜県岐阜市橋本町２－５２岐阜シティ・タワー４３３階
47 医療法人社団　鶴声会　岐阜中央クリニック 岐阜県岐阜市沖ノ橋町２－９－１
48 よしだファミリークリニック 岐阜県岐阜市竜田町７－８－１
49 まつおクリニック 岐阜県岐阜市茜部新所４－１３２－１
50 のぞみクリニック 岐阜県岐阜市柳ケ瀬通１－３１オアシス柳ケ瀬ビル２Ｆ
51 矢嶋小児科小児循環器クリニック 岐阜県岐阜市日野南７－１０－７
52 黒田内科クリニック 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西３－１５１
53 三好内科医院 岐阜県岐阜市北一色９－１－２７
54 しもむら医院 岐阜県岐阜市神室町５－３
55 六条わたなべ内科 岐阜県岐阜市六条南１－１７－１
56 いまいずみクリニック 岐阜県岐阜市早田栄町４－２３
57 たてべファミリークリニック 岐阜県岐阜市福光東２－４－３
58 世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック 岐阜県岐阜市六条南２－７－５
59 川出医院 岐阜県岐阜市今町２－３６
60 河合内科医院 岐阜県岐阜市金園町４－３２
61 加藤医院 岐阜県岐阜市向加野３－６－２０
62 ふじさわクリニック 岐阜県岐阜市三田洞８９４－１
63 フォレストこども・おとな相談クリニック 岐阜県岐阜市大字正木字古川１９８０－５３
64 大前医院 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷２０５－２
65 ほそばたクリニック 岐阜県岐阜市細畑３－１５－１０
66 あいかわ橋クリニック 岐阜県岐阜市向加野２－１６－２９
67 今嶺はしもと内科 岐阜県岐阜市今嶺１－２８－９
68 森内科クリニック 岐阜県岐阜市鹿島町５－１８
69 小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック 岐阜県岐阜市加納栄町通５－１２－１
70 平和通ハート内科 岐阜県岐阜市平和通１－１７－１

在宅療養支援診療所一覧（岐阜県）　　　　　



各務原市 1 小林内科 岐阜県各務原市鵜沼羽場町３－１７３
24件 2 フェニックス総合クリニック 岐阜県各務原市鵜沼各務原町６－５０

3 フェニックス在宅支援クリニック 岐阜県各務原市鵜沼各務原町６－５０
4 香川医院 岐阜県各務原市小佐野町６－８６－１
5 そはら整形外科 岐阜県各務原市蘇原青雲町２－２２－２
6 二宮医院 岐阜県各務原市那加南栄町１６
7 丹羽医院 岐阜県各務原市前渡西町３－１８
8 村井医院 岐阜県各務原市緑苑中２－９３
9 酒井クリニック 岐阜県各務原市蘇原柿沢町１－４７
10 医療法人社団　恒仁会　田中クリニック 岐阜県各務原市那加前洞新町４－１８１－１
11 佐々木クリニック 岐阜県各務原市那加西市場町７－２８５－５
12 さくら胃腸科内科クリニック 岐阜県各務原市那加住吉町１－４８－１
13 ひらの内科クリニック 岐阜県各務原市蘇原瑞穂町３－７６－１
14 小野木医院 岐阜県各務原市蘇原大島町５－１６７
15 古田医院 岐阜県各務原市鵜沼各務原町４－３１６
16 おくだ内科 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町５－２４０
17 あさの内科 岐阜県各務原市蘇原希望町４－３１－１
18 木田医院ファミリークリニック 岐阜県各務原市蘇原希望町１－７－１
19 山田記念クリニック 岐阜県各務原市鵜沼東町５－３９－２
20 ふくろう在宅クリニック 岐阜県各務原市蘇原野口町５－１３０
21 スまいるハートクリニック 岐阜県各務原市那加本町２１－３広沢ビル２Ｆ南
22 つかはら医院 岐阜県各務原市那加楠町４５－６８
23 各務原にこファミリークリニック 岐阜県各務原市那加土山町２－２２８
24 なかハートクリニック 岐阜県各務原市那加前野町３－１６７－１

羽島市 1 不破医院 岐阜県羽島市正木町不破一色２５８
12件 2 渡邉医院 岐阜県羽島市竹鼻町２２－１

3 岩佐医院 岐阜県羽島市正木町坂丸２－１３０
4 大島内科クリニック 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字共栄町２９９０－１
5 丹菊整形外科 岐阜県羽島市小熊町島２－７８－１
6 小川医院 岐阜県羽島市下中町城屋敷５６９
7 丸の内クリニック 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１１－８７
8 かわむら内科胃腸科 岐阜県羽島市舟橋町２－１
9 さの内科クリニック 岐阜県羽島市小熊町島２－１２
10 ながき内科クリニック 岐阜県羽島市舟橋町宮北１－２７
11 天外メンタルクリニック 岐阜県羽島市福寿町間島７－３９
12 小田内科 岐阜県羽島市足近町１－４１－１

岐南町 1 サンライズクリニック 岐阜県岐南町野中３－２２０
7件 2 赤座医院　上印食診療所 岐阜県岐南町上印食７－１２

3 やまうちクリニック 岐阜県岐南町八剣北５－７９－１
4 総合在宅医療クリニック 岐阜県岐南町薬師寺４－１２
5 なごやかクリニック 岐阜県岐南町三宅２－１６９
6 けやきクリニック 岐阜県岐南町平島５－１１８
7 医療法人社団あおば　つばめ在宅クリニック岐南 岐阜県岐南町平成２－１４１－１　１階

笠松町 1 羽島クリニック 岐阜県笠松町門間５７８－１
3件 2 森本内科・皮ふ科 岐阜県笠松町奈良町１１９

3 ひらたクリニック 岐阜県笠松町田代３２５－１

瑞穂市 1 ほづみ整形外科医院 岐阜県瑞穂市別府７９１－１
12件 2 医療法人　清光会　名和内科 岐阜県瑞穂市重里２００５

3 吉村内科 岐阜県瑞穂市別府１２９７
4 国枝医院 岐阜県瑞穂市牛牧８０１－１
5 所内科医院 岐阜県瑞穂市別府２３１
6 福田内科医院 岐阜県瑞穂市本田１０１７－１
7 高木クリニック 岐阜県瑞穂市古橋１０７５－１
8 広瀬内科クリニック 岐阜県瑞穂市別府１０７４－１
9 三輪クリニック 岐阜県瑞穂市森３９７－１
10 さくらクリニック 岐阜県瑞穂市稲里６８９－３
11 みずほクリニック 岐阜県瑞穂市本田５５６－１
12 おおぐち泌尿器クリニック 岐阜県瑞穂市別府７３８－１

北方町 1 北方医院 岐阜県北方町北方１８１６－２３
6件 2 医療法人　若葉会　さとうファミリークリニック 岐阜県北方町小柳１－９５

3 鹿野クリニック 岐阜県北方町高屋白木２－７７
4 北方ひまわりクリニック 岐阜県北方町曲路２－１３６
5 北方在宅クリニック 岐阜県北方町柱本白坪２－３
6 東堀クリニック 岐阜県北方町若宮１－７

本巣市 1 堀部クリニック 岐阜県本巣市仏生寺２４－５
2件 2 まくわクリニック 岐阜県本巣市軽海４９５－７

山県市 1 鳥澤医院 岐阜県山県市大森３８１
3件 2 遠渡内科 岐阜県山県市東深瀬６８３－３

3 鳥沢クリニック 岐阜県山県市高木１０１６－１



大垣市 1 市川外科 岐阜県大垣市南若森町３２８
14件 2 森外科医院 岐阜県大垣市牧野町３－５０

3 山川医院 岐阜県大垣市本町１－８２
4 大垣バイパス医院 岐阜県大垣市中野町５－４１９－１
5 吉田内科 岐阜県大垣市綾野５－２９
6 しずさと診療所 岐阜県大垣市久徳町１５３－１
7 大屋クリニック 岐阜県大垣市浅中３－９－１
8 竹中医院 岐阜県大垣市室村町１－５４－２
9 沼口医院 岐阜県大垣市笠木町６５０
10 浅野内科胃腸科クリニック 岐阜県大垣市外花６－６２
11 みんなのいぶきクリニック 岐阜県大垣市見取町１－８０－１
12 大垣在宅クリニック 岐阜県大垣市林町６－８０－５５ＡＯＫＩ大垣駅北口ビル２階
13 はしもと内科　糖尿病・内分泌クリニック 岐阜県大垣市築捨町２－９４
14 西尾医院 岐阜県大垣市竹島町４３

海津市 1 医療法人社団　図南会　佐久間医院 岐阜県海津市平田町蛇池９５
1件

養老町 1 木村医院 岐阜県養老町押越１２３８－１
3件 2 船戸クリニック 岐阜県養老町船附中代１３４４

3 あいはら医院 岐阜県養老町宇田鷺打３９９－３

垂井町 1 和田内科・胃腸科 岐阜県垂井町綾戸９０３－７
2件 2 多賀内科医院 岐阜県垂井町表佐１５３９

関ケ原町 1 国保関ケ原診療所
 岐阜県関ケ原町大字関ケ原２４９０ｰ２９
3件 2 関ヶ原クリニック 岐阜県関ケ原町関ケ原３１０７－１

3 浅野医院 岐阜県関ケ原町関ケ原１１０２－１

神戸町 1 黒川胃腸科外科クリニック 岐阜県神戸町北一色３－１
2件 2 まつながファミリークリニック 岐阜県神戸町神戸１７０５－１

輪之内町 1 荒川医院 岐阜県輪之内町大吉新田５６２
1件

安八町 1 山中ジェネラルクリニック 岐阜県安八町森部１８７０－１
2件 2 おおくま内科クリニック 岐阜県安八町東結１５２０－１

揖斐川町 1 小林医院 岐阜県揖斐川町黒田４３９
9件 2 のだ医院 岐阜県揖斐川町三輪１１１－８

3 揖斐川町久瀬診療所 岐阜県揖斐川町東津汲９７４－１
4 谷汲中央診療所 岐阜県揖斐川町谷汲名礼２４６－７
5 揖斐川町春日診療所 岐阜県揖斐川町春日六合３４２０
6 揖斐川町春日診療所美束出張所 岐阜県揖斐川町春日美束１１３９
7 坂内国民健康保険診療所 岐阜県揖斐川町坂内広瀬３１２
8 長瀬診療所 岐阜県揖斐川町谷汲長瀬１５１０－１
9 クリニックＩＢ（アイビー） 岐阜県揖斐川町長良６５７－１

大野町 1 おおのクリニック 岐阜県大野町南方１９１
1件

西濃地区38件



関市 1 あずま整形外科 岐阜県関市上白金１０６２
18件 2 こがねだ診療所 岐阜県関市上白金５１１

3 大前医院おぜ診療所 岐阜県関市小瀬河戸前５５７－１
4 藤井クリニック 岐阜県関市市平賀７９－１９
5 石木クリニック 岐阜県関市西本郷通６－７－４１
6 早川医院 岐阜県関市元重町２９
7 真鍋内科 岐阜県関市寿町１－１－２３
8 乾医院 岐阜県関市武芸川町高野５９０－１
9 平岡医院 岐阜県関市武芸川町谷口８３４
10 やまとう内科クリニック 岐阜県関市北仙房３７－１
11 下條内科クリニック 岐阜県関市仲町６－１３
12 岡田医院 岐阜県関市本町５－１５
13 関市国民健康保険津保川診療所 岐阜県関市富之保１９５６－１
14 臼井ハツラツクリニック 岐阜県関市鋳物師屋６－１１－７
15 佐野内科クリニック 岐阜県関市中福野町５ｰ２９
16 恵みクリニック 岐阜県関市小屋名五反田１４６０
17 おおすが内科クリニック 岐阜県関市笠屋１－８０
18 まなべ整形外科・皮フ科 岐阜県関市旭ケ丘２－２－１８

美濃市 1 堅田外科 岐阜県美濃市中央１０－１３８
４件 2 みの長村医院 岐阜県美濃市上条１３９０－１

3 みうら内科・糖尿病クリニック 岐阜県美濃市松栄町５－７５
4 ふるた内科クリニック 岐阜県美濃市蕨生字浅野１４３－５

美濃加茂市 1 林クリニック 岐阜県美濃加茂市前平町１－１００－１
8件 2 太田メディカルクリニック 岐阜県美濃加茂市太田町２８２５

3 土屋クリニック 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋４４７９
4 いこまファミリークリニック 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋字北里１０６５
5 わたなべ内科クリニック 岐阜県美濃加茂市深田町３－１９－１
6 安田内科クリニック 岐阜県美濃加茂市田島町４－８－６
7 こじま内科循環器科 岐阜県美濃加茂市太田町３５２９－３
8 みのかも西クリニック 岐阜県美濃加茂市西町５－３３７－１

可児市 1 西可児医院 岐阜県可児市帷子新町２－９９
6件 2 花トピアクリニック 岐阜県可児市瀬田字奥山１６４６－３

3 あんどうクリニック 岐阜県可児市下恵土３４４０－６７８
4 梶の木内科医院 岐阜県可児市川合２３４０－１
5 桜ヶ丘クリニック 岐阜県可児市桜ケ丘６－７３－８
6 正翔会クリニック可児 岐阜県可児市長坂８－１９８

郡上市 1 県北西部地域医療センター国保和良診療所 岐阜県郡上市和良町沢８８２
5件 2 医療法人社団福寿会　石井医院 岐阜県郡上市白鳥町白鳥４０５

3 杉下医院 岐阜県郡上市八幡町五町３－１５－２
4 県北西部地域医療センター国保高鷲診療所 岐阜県郡上市高鷲町大鷲２０１－２
5 岡部内科 岐阜県郡上市大和町剣８８－５

坂祝町 1 医療法人　知真会　さかほぎ内科クリニック 岐阜県坂祝町黒岩３８６－１
1件

川辺町 1 濃飛ファミリークリニック 岐阜県川辺町西栃井１２２５－１
1件

七宗町 1 大矢クリニック 岐阜県七宗町上麻生２１７０
1件

八百津町 1 伊佐治医院 岐阜県八百津町伊岐津志１５１８
1件

白川町 1 新田医院 岐阜県白川町中川４８８
1件

中濃地区47件



多治見市 1 浜田浅井医院 岐阜県多治見市太平町１－５
14件 2 医療法人　知真会　伊藤内科 岐阜県多治見市太平町３－１５

3 市之倉診療所 岐阜県多治見市市之倉町８－１１４
4 ときわぎ診療所 岐阜県多治見市喜多町５－３６
5 後藤医院 岐阜県多治見市笠原町３１１０－１
6 精華医院 岐阜県多治見市白山町１－２３３
7 光ケ丘クリニック 岐阜県多治見市光ケ丘２－５０－１
8 たじみ内科 岐阜県多治見市広小路２－１２
9 ふくい内科クリニック 岐阜県多治見市松坂町１－１－５
10 クリニックこざん 岐阜県多治見市虎渓山町６－１５－１
11 正翔会クリニック多治見 岐阜県多治見市笠原町向島２４５５－７１４
12 はら内科クリニック 岐阜県多治見市大畑町西仲根３－７
13 藤井記念　小西クリニック 岐阜県多治見市笠原町１９６６－１
14 白楊会東濃ポプラクリニック 岐阜県多治見市音羽町２－２２－１２０１

中津川市 1 木村内科 岐阜県中津川市手賀野４００－１
5件 2 竹内医院 岐阜県中津川市付知町５８０６－３

3 丹羽内科・ペインクリニック 岐阜県中津川市福岡９３９－１６
4 落合診療所 岐阜県中津川市落合９８９－９
5 ふなはしファミリークリニック 岐阜県中津川市茄子川２１９０ｰ５

恵那市 1 中部クリニック 岐阜県恵那市長島町中野１２１４－４１
6件 2 加藤クリニック 岐阜県恵那市大井町２０８７－４５０

3 医療法人　恵雄会　井口ハートクリニック 岐阜県恵那市大井町１０６４－１
4 河上クリニック 岐阜県恵那市長島町中野１９－４
5 ＮｅｘＷｅｌ恵那地域笑顔共創クリニック 岐阜県恵那市武並町竹折１０８７－１
6 虹いろ在宅ケアクリニック 岐阜県恵那市大井町字舟山１１３４－８２

土岐市 1 川越クリニック 岐阜県土岐市妻木町１４１９－１
4件 2 水野生々堂医院 岐阜県土岐市妻木平成町１－２１

3 土岐内科クリニック 岐阜県土岐市肥田浅野笠神町２－１２
4 いしぐろクリニック 岐阜県土岐市泉町久尻５１６－１７

高山市 1 ナチュラルクリニック２１ 岐阜県高山市下林町５１７－６
12件 2 田近ハートクリニック 岐阜県高山市岡本町４－１－１

3 垣内医院 岐阜県高山市国府町広瀬町９５５－１
4 毛利内科クリニック 岐阜県高山市桐生町５－３３８
5 みや診療所 岐阜県高山市一之宮町４３２２－３
6 岩堤医院 岐阜県高山市森下町２－１２８－２
7 えんやクリニック 岐阜県高山市上岡本町２－３５３－３
8 折茂医院 岐阜県高山市昭和町２－８５－１
9 医療法人万裕会　さもりファミリークリニック 岐阜県高山市新宮町６８３－１
10 河野ファミリークリニック 岐阜県高山市初田町１－２８
11 丹生川診療所 岐阜県高山市丹生川町町方８８
12 なかしまクリニック 岐阜県高山市昭和町３－１８０－１

飛騨市 1 医療法人社団厚洋会　垣内クリニック 岐阜県飛騨市古川町貴船町１１－３２
1件

下呂市 1 下呂市立小坂診療所 岐阜県下呂市小坂町大島１９６５
2件 2 萩原北醫院 岐阜県下呂市萩原町羽根４１

東濃地区29件

飛騨地区15件


