
(様式2-2)　訪問診療同行事業　　同行研修協力機関一覧
更新日：平成２９年８月１７日

耳鼻咽喉科

※新規 診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

江﨑耳鼻咽喉科 江﨑 俊夫 500-8074 岐阜市七軒町22 058-262-4396 058-266-0207 月・火・木・金1：00～15：00 岐阜市内

はっとりクリニック 服部 親矢 501-0112 岐阜市鏡島精華2-4-25 058-252-3200 058-252-3233 月・火・水・金12：50～14：30

さかいだ耳鼻咽喉科 坂井田 譲 501-6012 羽島郡岐南町八剣1-178 058-214-3322 058-214-3372
水・土の13：00～19：00月・火・木・金
の13：00～14：30

医院から3ｋｍ程度なら対応可

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 徳山 玉美 501-0222 瑞穂市別府726-5 058-327-2622 058-327-2622 事前に予約してください

森耳鼻咽喉科医院 森　芳郎 503-0015 大垣市林町７丁目６７２ 0584-78-3387 0584-78-0233 月～土の空いた時間（要事前相談） 大垣地区の近い所で

みみはなのどオレンジクリニック 久保田　亘 503-2424 揖斐郡池田町池野３００−３ 0585-44-1187 0585-44-1186 火・水　13：00～14：30の空いた時間 　揖斐郡

松原耳鼻いんこう科医院 松原 茂規 501-3247 関市池田町１００ 0575-24-5570 0575-24-4573 月～金13：00～15：00　くらい

眼科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

柳津あおやま眼科クリニック 青山　勝 501-6103 岐阜市柳津町蓮池5-31 058-218-2252 058-218-2253 水曜日、土曜日　12時～１５時30分
岐阜市南部、羽島郡、羽島市、瑞
穂市、安八町

佐久間眼科医院 佐久間　仁 500-8227 岐阜市北一色7-12-16 058-246-1851 058-246-0058 その都度、ご連絡あれば検討させて頂きます。

高橋眼科医院
高橋　捷允
三宅 知子

502-0847 岐阜市早田栄町1-23 058-231-4398 058-232-6567 月・金曜日

天野眼科医院 天野　肇 500-8108 岐阜市川端町6 058-264-6161 058-266-4687 月、火、水、金　１３：００～１４：００ 岐阜市　明徳地区

野川眼科医院 野川　秀利 500-8878 岐阜市神室町4-31 058-262-4842 058-265-8668 月・水・金の13：00～15：00 梅林、徹明、金華校区

山田眼科院 山田　俊 500-8069 岐阜市今小町33 058-262-3291 058-264-7137 月、水、金　１３：００～１５：００ 岐阜市内（中心部）

眼科市橋医院 市橋　左登美 500-8114 岐阜市金竜町1-9 058-263-8076 058-263-8077
火、水、木、金　外来が延びなければ（１３：３０）１４：００～
１５：００（１５：３０）までに帰院

くまだ眼科クリニック 熊田　充起 501-3133 岐阜市芥見南山1-16-1 058-243-2600 058-243-2603 当院診療時間外で 当院周辺（応相談）

後藤眼科医院 後藤　靖彦 504-0962 各務原市那加吾妻町34 058-382-3901 058-389-0581 木曜日　13：30～15：00 各務原市　那加・蘇原・川島

村田眼科 村田　守 504-0828 各務原市蘇原村雨町3-17 058-383-3939 058-389-0716 月、火、水、金　13：00～１５：００ 各務原市内

永田眼科クリニック 永田　茂樹 509-0132 各務原市鵜沼西町3-157 058-370-6628 058-370-6626 火・金13：00～15：00 各務原市内　東部に限る

※ 羽島眼科クリニック 長井　きよ子 501－6302 羽島市舟橋町２３４ 058－391－7888 058－391－7889

いぬづか眼科 犬塚　裕子 501-0441 本巣郡北方町曲路3-21-1 058-320-3077 058-320-3088
第１，第２，第３木曜日　月、火、水、金
１３：００～１４：００

北方町

ふかがや眼科 丹羽　泰洋 505-0034 美濃加茂市古井町下古井2972-3 0574-25-1103 0574-25-1600
通常の外来診療中　AM９：００～１２：００（月～土）
PM３：３０～６：３０（月、水、金）

※ 西田醫院 西田　佳央 505-0027 美濃加茂市本郷町7-134-1 0574-28-3371 0574-28-3372

多治見眼科院 半田　喜久美 507-0039 多治見市十九田町2-68-2 0572-24-2225 0572-24-1238 月・火・木・金の13：30～14：40

東濃眼科 宮﨑　洋次 509-6115 瑞浪市北小田町2-177 0572-67-3413 0572-67-3418 月・火・木・金の13：00～15：00 土岐市・瑞浪市

 金田眼科クリニック  金田　正博 509 - 6108 瑞浪市益見町1-120 0572-68-0551 0572-68-0552 月・水14：00～15：00 瑞浪市、土岐市、恵那市

かわべ眼科 渡邉　量己 509-0304 加茂郡川辺町中川辺205-1 0574-53-4567 0574-53-2123 月・火・木・金曜日PM1:00～15：00 可児市～中濃

まつばら眼科 松原正幸 503-2424 揖斐郡池田町池野145-2 0584-44-1233 0585-45-0527 火・木・金　13：30～15：00 揖斐郡内
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泌尿器科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

さかい医院 酒井　俊助 500-8225 岐阜市岩地1-11-15 058-259-3500 058-259-3501 月火木金　PM１：００～PM２：３０ 岐阜市

加藤医院 加藤　範夫 500-8175 岐阜市長住町9-18 058-252-2590 058-252-2681 月・火・水・金 岐阜市内

岐阜泌尿器科  伊藤　雅康  500 - 8334 岐阜市葭町2-8 058-253-1862 058-251-5581 月・火・水・金　午後13：00～午後15：00

西野クリニック 西野　好則 504-0941 各務原市三井町1-55-2 058-371-0500 058-371-0499 １３：３０～１５：３０　２０：００以降は応相談 各務原市内、近郊

ますえクリニック 増栄　成泰 503-0905 大垣市宮町1-1 0584-75-0022 0584-74-0033 火・水・金　１３：００～１５：００ 大垣市

整形外科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

ごとう整形外科 後藤　克明 502-0815 岐阜市福光南町２２－１ 058-333-7446 058-206-4362 要相談

長良整形外科クリニック 木田公洋/児玉博隆 502-0812 岐阜市八代３－１０－１２ 058-296-2255 058-296-2256 火曜日　午前中（場合によっては午後も可能）

やまが整形外科 山賀　寛/山賀　篤  500- 8864 岐阜市真砂町９－１５ 058-264-8822 058-264-4338
月・火・木　１３：００～１５：００/水１３：００～１７：００
（手術のある日は困難）

今井整形外科 今井　秀治 502-0004 岐阜市三田洞904-1 058-237-1111 058-237-1113 火、木、金　PM１：００～PM４：００

たろう整形外科  川上　太郎 502-0851 岐阜市鷺山字中洙１７６８－５８０ 058-297-2321 058-297-2322
月によって異なりますが、水・月（隔週）・であれば可
能です

かねまつ整形外科 兼松　秋生 501-6121  岐阜市柳津町上佐波１－２４ 058-279-3588 058-279-2434 当院診療時間内

かわだ整形外科 河田　好泰  504-0941 各務原市三井町１－７４ 058-383-0041 058-383-0049 水曜日、金曜日１５：３０～１６：００ 各務原市、岐阜市東部

八木澤整形外科 八木澤　芳生 509-0106 各務原市各務西町3-31-1 058-370-9600 058-370-7296 火・水曜日１３：００～１５：００ 各務原市内

榊原整形外科 榊原　健彦 509-0141 各務原市鵜沼各務原町３丁目５５０−８ 058-370-5159 058-370-7798 水曜日の１５：００以降。ニーズに応じて対応します。 各務原市内

※ 田中整形外科 田中　吉政 501－6224 羽島市正木町大浦６６０－１ 058－391－8555 058－391－8558

※ 丹菊整形外科 丹菊　臣生 501－6264 羽島市小熊町島２－７８－１ 058－391－1411 058－391－1412

まなべ整形外科・皮フ科 真鍋　 貴重 501-3829  関市旭ヶ丘２－２－１８ 0575-46-7790 0575-46-7791 水・金曜日の２０：００以降

大垣整形外科 古川　武光 503-0027 大垣市笠縫町奥屋敷４５４ 0584-78-3058 0584-78-3568 火・木　PM１：３０～３：３０　事前に連絡が必要 大垣市内

ほづみ整形外科 清水　敏人  501-0222 瑞穂市別府７９１－１ 058-326-5000 058-326-5001 月、火、金　　午後1：30～3：00

大橋整形外科 大橋　孝司 503-1316 養老郡養老町押越670-1 0584-33-2188 0584-34-1046 基本月・木１３：００～１５：００他応相談 片道２０分程度

若原整形外科 若原　和男 501-0521 揖斐郡大野町黒野１１７－２ 0585-34-3322 0585-34-3323
月曜日～金曜日　PM１：００～３：００　但し当方に予
定の入ってない日。予約の電話で相談したい。

揖斐郡、本巣郡　半径5㎞以内

橋本整形外科 橋本　幸生  501-0461 本巣市上真桑２２４０－１０２ 058-323-6677 058-323-6799 木、土曜日以外の１２：３０～１３：３０ もとす医師会管内

つねだ整形外科・皮ふ科 鈴木　誉 508-0041 中津川市本町4丁目2番15号 0573-65-5766 0573-66-3287 毎週水曜日の午後（往診日以外）
中津川市内。当院より半径11キロ
程度

高井整形外科眼科医院 高井　秀典 506-0008 高山市初田町３－５０ 0577-35-0580 0577-35-3358 平日の外来時間外 高山市内

竹田整形外科 竹田　賢一  503- 2306  安八郡神戸町大字北一色８２５ 0584-27-8777 0584-27-8668 診療時間帯 西濃

安藤整形外科医院 安藤　英樹 509-5117 土岐市肥田浅野朝日町2-34 0572-55-5532 0572-55-5683 火曜日・金曜日の13時～15時 土岐市内
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皮膚科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

伊藤皮膚科 伊藤　隆  501-6112  岐阜市柳津町北塚５－２０－２ 058-387-7557 058-387-7558 要相談 近隣地域

 ともえだ皮フ科 友枝　裕人 502-0813 岐阜市福光東１－２４－９ 058-215-5588 058-203-0722 月～金13：00～15：00
長良地区、金華地区（その他の地
区は相談させて下さい）

 馬渕医院 馬渕　愃之 500-8309 岐阜市都通り１－８ 058-251-0955 058-255-0317 自院の診療時間外

ヒフカクリニックのりこ 髙橋　法子 503-2324 安八郡神戸町八条２８２−２ 0584-27-1255 0584-27-8533 月・火１３：００～１５：００ 神戸町内

長谷川皮膚科 長谷川　核三 509-7202 恵那市東野２０１７－７ 0573-26-1831 0573-26-0121 月・火・水・金：１３：３０～１４：３０ 車で１０分～１５分圏内

婦人科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

宮崎レディスクリニック  宮崎　幸雄  500-8474 岐阜市加納本町３－５  058-271-3344 058-276-8358 曜日、時刻はその都度相談 片道１５分以内で

いずみレディスクリニック 和泉　孝治 502-0914 岐阜市菅生6-2-4 058-296-4141 058-296-4133 平日１３：００～１５：００
岐阜市西部、山県市南部、
みずほ市、本巣市など

宮崎千恵婦人クリニック 宮崎　千恵 502-0071 岐阜市長良１９７２－５ 058-233-5553 058-295-3488 要相談

山下クリニック 山下　貢 509-0126 各務原市鵜沼東町４－１７８ 058-384-5311 058-384-5312 月､火､水､金 PM 各務原市、坂祝町

二宮医院 二宮　保典 504-0955 各務原市那加南栄町１６－１ 058-382-0107 058-382-0560 通常の午後　可です。

菱田レディスクリニック 菱田　守彦 509-6135 瑞浪市薬師町１－１９－３ 0572-68-8686 0572-68-0386
依頼内容により診療実施機関と相談したいと思いま
す。

西尾産婦人科 西尾　好司 509-5136 土岐市泉大島町２－２６－２ 0572-55-1211 0572-54-2706 火・金　午後１：３０～３：３０ 土岐市　泉地区

松波総合病院 産婦人科 担当医 501-6062 羽島郡笠松町田代185-1 058-388-0111 058-388-4711 月～金　8：30～17：00

精神科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

なぎクリニック 宮崎 渉 504-0845 各務原市 蘇原申子町２丁目11番地1 058-322-2390 058-322-2390 木、日曜以外　希望です。 近隣

 ウエルネス高井クリニック 高井　昭裕 501-3932 関市稲口７７４－４ 0575-23-8877 0575-23-8852 木曜午後　土曜午後（要相談） 関市、美濃市、富加町、坂祝町

脳神経外科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

※ うえだクリニック 上田　竜也 505-0017 美濃加茂市下米田小山1046-7 0574-26-2281 0574-26-2282

総合診療科・緩和ケア内科

診療所名・勤務先 氏名 〒 住所 電話番号 FAX番号 同行可能な曜日・時間 地域

※ 木田医院ファミリークリニック 木田　盛夫 504-0829 各務原市蘇原希望町1-7-1 058-383-5010 058-389-0685
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