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葵セントラル病院 444-0836 愛知県岡崎市中田町7番地7 堀江　勝智

あさだ耳鼻咽喉科クリニック 444-0902 愛知県岡崎市舳越町字宮前18-1 浅田　貴康

足立眼科 444-0076 愛知県岡崎市井田町池田48 足立　憲彦

天野整形外科クリニック 444-0853 愛知県岡崎市三崎町8-8 天野　泰憲

ありま脳神経外科クリニック 444-0827 愛知県岡崎市針崎町唐桶26番地2 有馬　徹

粟屋医院 444-2122 愛知県岡崎市鴨田本町21番地7 粟屋　雅就

粟屋医院 444-2122 愛知県岡崎市鴨田本町21番地7 粟屋　厚子

伊賀新クリニック 444-0078 愛知県岡崎市伊賀新町13-22 都築　利雄

石原クリニック 444-0076 愛知県岡崎市井田町3-91-45 石原　均

石原クリニック 444-0076 愛知県岡崎市井田町3-91-45 酒井　美光

伊藤医院 444-0216 愛知県岡崎市定国町郷外7 伊藤　昌之

今泉クリニック 444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂132 今泉　拓也

岩瀬医院 444-0825 愛知県岡崎市福岡町字新町55番地 岩瀬　敬佑

いわせこどもクリニック 444-0944 愛知県岡崎市北本郷町字川田41-1 岩瀬　将信

上地内科クリニック 444-0823 愛知県岡崎市上地2-47-8 伊藤　潔

上地整形外科クリニック 444-0823 愛知県岡崎市上地一丁目37-15 岩附　英史

うちぼり医院 444-0005 愛知県岡崎市岡町字方便1-22 内堀　充敏

宇野整形外科 444-0806 愛知県岡崎市緑丘2-7-3 宇野　雅久

おおくぼ整形外科 444-0804 愛知県岡崎市美合町生田108 大久保　和彦

大浜医院 444-0062 愛知県岡崎市松本町1-91 大浜　寿博

大堀クリニック 444-0905 愛知県岡崎市宇頭町狐田88-2 大堀　久

岡崎駅はるさきクリニック 444-0827 愛知県岡崎市針崎町字東カンジ67-8 段野　哲也

岡崎駅前クリニック 444-0813 愛知県岡崎市羽根町東荒子38-1 鈴木　裕太郎

岡崎北クリニック 444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2-10-1 佐々木　昌一

岡崎たかはらクリニック 444-0011 愛知県岡崎市欠町字下口36 高原　紀博

おかざき糖尿病内科クリニック 444-2135 愛知県岡崎市大門5-22-7 鈴木　陽之

岡崎南上地眼科クリニック 444-0823 愛知県岡崎市上地2丁目1番地4 鬼頭　和裕

岡崎ゆうあいクリニック 444-0932 愛知県岡崎市筒針町字池田104-1 小林　正学

おかざきよろず心のクリニック 444-0875 愛知県岡崎市竜美西2丁目1-17 岩崎　寿史

岡田胃腸科クリニック 444-0822 愛知県岡崎市若松東2丁目9番地5 岡田　昭紀

岡田胃腸科クリニック 444-0822 愛知県岡崎市若松東2丁目9番地5 岡田　昭久

岡田眼科医院 444-0847 愛知県岡崎市六名東町2-3 髙井　佳子

荻須医院 444-0041 愛知県岡崎市籠田町26番地 服部　良平

奥田眼科クリニック 444-0008 愛知県岡崎市洞町字東前田28-1 奥田　正俊

おくやしきクリニック 444-0244 愛知県岡崎市下青野町字奥屋敷39 永田　英生

おくやしきクリニック 444-0244 愛知県岡崎市下青野町字奥屋敷39 永田　睦子
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おはら内科クリニック 444-0104 愛知県額田郡幸田町坂崎上田31-3 小原　央生

かけい整形外科 444-0802 愛知県岡崎市美合町字つむぎ中6番地12 筧　良介

加藤医院 444-2146 愛知県岡崎市東蔵前町犬飼21 加藤　健也

加藤産婦人科 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1丁目7番地 岩瀬　幸子

加藤産婦人科 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1丁目7番地 加藤　富子

金山医院 444-0211 愛知県岡崎市野畑町字南郷中53 金山　政洋

カミヤ医院 444-0943 愛知県岡崎市矢作町字赤松29 神谷　昌宏

亀井医院 444-0038 愛知県岡崎市伝馬通1-52 亀井　信子

川島小児科 水野医院 444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口10 水野　周久

菅整形外科・内科クリニック 444-00079 愛知県岡崎市石神町3-13 菅　巖

北野桝塚診療所 444-0951 愛知県岡崎市北野町字二番訳75-1 野田　浩子

桐渕眼科 444-0034 愛知県岡崎市唐沢町1-30 桐渕　惠嗣

クリニック大倉 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町1-37-1 大倉　良仁

小出クリニック 444-0205 愛知県岡崎市牧御堂町字油田58-1 小出　信澄

こうた眼科クリニック 444-0113 愛知県額田郡幸田町菱池字細井87-1 内藤　賢吾

幸田中央クリニック 444-0117 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原53番地 神谷　文雅

こうた内科クリニック 444-0113 愛知県額田郡幸田町菱池銘鍛冶18-1 稲垣　佑祐

こじまファミリークリニック 444-0902 愛知県岡崎市舳越町宮前17-1 小島　泰樹

ごとう内科 444-0015 愛知県岡崎市中町6丁目3番地1 後藤　敏之

こん野ファミリークリニック 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草瓶割65-1 金野　浩二

さいとう皮膚科 444-0833 愛知県岡崎市柱曙2丁目8番地5 齋藤　健太

坂堂医院 444-0056 愛知県岡崎市福寿町1ノ11 坂堂　正生

さだこ心臓内科クリニック 444-0206 愛知県岡崎市法性寺町郷前63-1 谷澤　貞子

三ケ根クリニック 444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝権行寺11 金子　佳史

さんじファミリークリニック 444-0038 愛知県岡崎市伝馬通4丁目59番地 三治　宏司

志賀医院 444-0226 愛知県岡崎市中島町字薬師23番地 志賀　捷浩

志貴医院 444-0858 愛知県岡崎市上六名4-7-1 志貴　知彦

志貴医院 444-0858 愛知県岡崎市上六名4-7-1 志貴　一仁

志貴こどもクリニック 444-0833 愛知県岡崎市柱曙1-10-15 志貴　祐二

しばた医院 444-0076 愛知県岡崎市井田町1丁目85番地 柴田　恭志

しばた医院 444-0076 愛知県岡崎市井田町1丁目85番地 柴田　香織

柴田胃腸科・内科 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井35番地 石川　小百合

耳鼻咽喉科 気管食道科 康生医院 444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-35 山本　寧彦

耳鼻咽喉科ｊクリニック 444-0817 愛知県岡崎市不吹町6-5 山本　潤

城南整形外科 444-0202 愛知県岡崎市宮地町字柳畑47番地1 長谷川　秀彦

城南リハビリクリニック 444-0226 愛知県岡崎市中島町字藤屋15番地1 正木　健一
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じんぐうじクリニック 444-0212 愛知県岡崎市下和田町字神宮司66-1 小原　嘉昭

杉浦内科・小児科 444-0015 愛知県岡崎市中町6-1-1 杉浦　正佳

鈴木眼科医院 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字松山12-6 鈴木　裕之

すずき眼科クリニック 444-2136 愛知県岡崎市上里1-11-22 鈴木　善久

鈴木クリニック 444-3176 愛知県岡崎市真伝吉祥2-38-13 鈴木　定

須田クリニック 444-2122 愛知県岡崎市鴨田本町18-12 須田　勝久

せきやクリニック 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字広元247番地 関谷　龍一郎

高村医院 444-2149 愛知県岡崎市細川長字長原57-33 高村　公範

竜美ヶ丘小児科 444-0874 愛知県岡崎市竜美南3-3-12 鈴木　研史

たなむらクリニック 444-0044 愛知県岡崎市康生通南2-20-1 田那村　收

田那村産婦人科 444-0044 愛知県岡崎市康生通南2丁目23番地5 田那村　淳

谷口クリニック 444-0226 愛知県岡崎市中島町住吉西3-3 谷口　正仁

玉木内科 444-0843 愛知県岡崎市江口2-4-8 玉木　伸一郎

恒川内科クリニック 444-0823 愛知県岡崎市上地5-22-16 恒川　純

てんま糖尿病・甲状腺内科 444-0033 愛知県岡崎市久右ヱ門町1丁目26番地 石川　孝太

ところ内科 444-2137 愛知県岡崎市薮田2丁目2番地15 所　究

ともファミリークリニック 444-0211 愛知県岡崎市野畑町字土手5-1 糸洲　朝久

内科・消化器科ゆうクリニック 444-0845 愛知県岡崎市六名南1丁目4番地5 齋藤　祐一郎

長坂クリニック 444-0072 愛知県岡崎市六供町2丁目1-3 長坂　聡

永坂内科医院 444-0813 愛知県岡崎市羽根町若宮13 永坂　博彦

中田医院 444-0943 愛知県岡崎市矢作町北河原10 中田　耕一

中西整形外科 444-2137 愛知県岡崎市薮田2-11-11 中西　啓介

長野整形・形成外科医院 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字荒井2-2 長野　哲也

なでしこ内科クリニック 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字広元171 升川　浩子

ならい心療内科 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町沖折戸1-3 竹内　敏行

西澤整形外科クリニック 444-0821 愛知県岡崎市庄司田1丁目15-8 西澤　活史

西山みみはなのどクリニック 444-0103 愛知県額田郡幸田町大草広野30 西山　禮二

野々村クリニック 444-0116 愛知県額田郡幸田町芦谷字伯楽6-1 野々村　仁志

ハートクリニック神田 444-0008 愛知県岡崎市洞町字西浦6-1 神田　裕文

長谷川医院 444-0078 愛知県岡崎市伊賀新町14-3 長谷川　雅一

花田こどもクリニック 444-3174 愛知県岡崎市真伝町字続木屋敷5-6 花田　直樹

はまな整形外科クリニック 444-0008 愛知県岡崎市洞町字西浦5-1 濱名　俊彰

東大友内科 444-0903 愛知県岡崎市東大友町郷東27-1 石川　真

日高医院 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字東道祖神7番地1 日高　惠一

ひまわりクリニック 444-0014 愛知県岡崎市若宮町1-93 萩原　宏美

ふるた耳鼻咽喉科 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町屋敷18 古田　亜紀子
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別府外科 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町広元21 別府　和重

牧原整形外科クリニック 444-0116 愛知県額田郡幸田町芦谷字後シロ5-1 牧原　敦彦

ませぎ整形外科 444-3507 愛知県岡崎市本宿台1-1-4 柵木　晃

松下クリニック 444-8020 愛知県岡崎市美合町字平地64番地 松下　克己

松下内科 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町池下25-2 松下　茂樹

みうらクリニック岩津 444-2144 愛知県岡崎市岩津町字於御所172番地 三浦　眞之祐

みしま医院 444-0044 愛知県岡崎市康生通南1-23 三嶋　敦

三嶋内科病院 444-0072 愛知県岡崎市六供町字3丁目8番地2 北川　康雄

三嶋内科病院 444-0072 愛知県岡崎市六供町字3丁目8番地2 生野　浩和

水上眼科耳鼻咽喉科 444-0941 愛知県岡崎市暮戸町字南川畔43番地5 水上　寿江

緑丘アイクリニック 444-0806 愛知県岡崎市緑丘2-8-7 武田　啓政

緑の森こどもクリニック 444-0823 愛知県岡崎市上地2-19-7 瀬尾　智子

みなとクリニック 444-3526 愛知県岡崎市蓑川新町2丁目13の1 安西　幸治

宮地医院 444-0834 愛知県岡崎市柱町南屋敷32 宮地　啓子

むつみ内科 444-0204 愛知県岡崎市土井町柳ヶ坪19－1 浅田　博章

むらかみ整形外科 444-0111 愛知県額田郡幸田町大字高力字広面2 村上　英喜

むらかみ整形外科 444-0111 愛知県額田郡幸田町大字高力字広面2 宇野　遥

村山医院 444-0224 愛知県岡崎市中島中町4-1-1 村山　公

矢田内科循環器科 444-0951 愛知県岡崎市北野町樫ノ木21 矢田　税

矢田内科循環器科 444-0951 愛知県岡崎市北野町樫ノ木21 矢田　和秋

やはぎ医院 444-0941 愛知県岡崎市暮戸町字南川畔36 山本　和子

やはぎ医院 444-0941 愛知県岡崎市暮戸町字南川畔36 五藤　直也

矢藤眼科 444-0061 愛知県岡崎市能見町103 矢藤　仁久

やまざきクリニック 444-0113 愛知県額田郡幸田町菱池源田62-2 山﨑　泰爾

山中クリニック 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字5丁目135番地 山中　豊太

山中産婦人科 444-0015 愛知県岡崎市中町6丁目2番地11 山中　昭二

山本整形外科 444-0214 愛知県岡崎市国定町字下川田6-1 山本　晴彦

吉田医院 444-0905 愛知県岡崎市宇頭町字向山57番地1 吉田　貴

よりこクリニック Panipani Oneness Okazaki 444-0075 愛知県岡崎市伊賀町南郷中44-2 小林　頼子

わかまつ町皮ふ科 444-0826 愛知県岡崎市若松町字西荒子30番地5 加藤　陽一

若山内科 444-0046 愛知県岡崎市連尺通3-2 若山　英雄

ワシミ整形外科 444-0851 愛知県岡崎市久後崎町字キロ15番地2 鷲見　大輔

ワシミ整形外科 羽根分院 444-0813 愛知県岡崎市羽根町字若宮30番地1 元山　基浩

渡辺皮フ科 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字2丁目18-1 渡辺　智久

わたなべ整形リハビリクリニック 444-0878 愛知県岡崎市竜美東3-11-7 渡辺　隆之


