
医療機関名 所在地 電話 医療機関名 所在地 電話

愛知クリニック 松村町 47-3663 遠山クリニック 大橋通１ 55-3181

アオキ医院 上地町 64-8500 豊橋医療センター 飯村町 62-0301

浅井内科 佐藤２ 64-3100 豊橋メイツクリニック 平川南町 66-1010

浅野内科 西岩田２ 62-3071 豊橋元町病院 南大清水町 26-1000

あずまだこどもクリニック 東田町 56-1788 中岡レディスクリニック 東幸町 63-5588

井嶋産婦人科医院 平川本町 63-1351 なかまち医院 二川町 43-1722

市川医院 羽田町 31-4754 長屋病院 八町通３ 52-3763

伊藤医院 小池町 45-5283 成田記念病院 羽根井本町 31-2167

伊藤内科 曙町 45-0911 西田メディカルクリニック 吉川町 34-5566

今泉産婦人科医院 仲ノ町 62-7173 野田内科クリニック 東小鷹野３ 69-5611

いむれ内科クリニック 飯村北５ 69-5678 野村小児科 東脇３ 32-1150

うえまつクリニック 前田南町１ 53-7065 芳賀クリニック 西幸町 38-0808

大石三丁目クリニック 佐藤３ 66-3833 パークベルクリニック 南松山町 56-0020

大岩クリニック 向草間町 45-1013 羽柴クリニック 野依台１ 25-8483

おおしまメディカルクリニック 北山町 48-8000 花田いしかわクリニック 花田町 32-2166

おおしみず愛知クリニック 南大清水町 29-3669 はなのきクリニック 三ノ輪町 63-9933

大舘内科胃腸科 花田一番町 32-8123 林医院 石巻本町 88-0041

大谷小児科 中岩田２ 64-3000 原医院 南大清水町 25-2752

おだかの医院 東小鷹野２ 61-8419 伴医院 老津町 23-0006

小野田内科 東岩田３ 63-8822 伴内科 東脇１ 33-1231

かずクリニック 前芝町 34-2555 ばんの内科クリニック 高師本郷町 39-7300

かすや内科クリニック 牟呂町 31-6262 東脇胃腸内科・外科 東脇４ 32-3831

カマタ内科小児科 岩田町 61-9700 ひかりクリニック 西松山町 55-2511

賀茂クリニック 賀茂町 87-0888 平尾医院 中松山町 52-5117

かわぐちこどもクリニック 牟呂町 44-1810 ひらでかおるクリニック 牟呂町 37-5731

キンバラ小児科 上地町 62-2866 藤田内科胃腸科 藤沢町 45-0687

クリニックいちょう 草間町 35-7117 二川病院 大岩町 41-0011

小石チルドレンクリニック つつじが丘２ 66-1515 豊生病院 多米西町１ 63-1155

小石マタニティクリニック つつじが丘２ 66-1212 堀田内科 富士見台３ 23-5387

光生会病院 吾妻町 61-3166 前川外科内科 東岩田４ 62-6411

さくら小児科 牛川町 66-1153 まちなかクリニック 談合町 57-1808

佐竹医院 上野町 46-6188 松井医院 草間町 45-6502

さたけクリニック 中野町 38-8622 松岡医院 弥生町 45-3586

佐野医院 松葉町３ 52-3906 松野クリニック 牛川町 21-7370

佐原医院 植田町 25-2606 松山診療所 東松山町 54-2512

下地医院 下地町 53-5815 マミーローズクリニック 高洲町 34-0887

ジュンレディースクリニック豊橋 北山町 38-0306 三浦医院 弥生町 45-2611

白井メディカルクリニック 春日町２ 63-3838 緑ヶ丘医院 忠興２ 63-8586

杉浦内科 吉川町 32-3320 みなみが丘クリニック 大岩町 65-5225

すこやか診療所 朝丘町 69-3711 みやざわ小児科 高師石塚町 47-1868

鈴木内科医院 つつじが丘３ 66-0880 みやもとクリニック 井原町 64-1235

すどう内科クリニック 山田二番町 39-8007 みゆきクリニック 西幸町 48-3200

高沢内科 大橋通２ 53-1788 牟呂診療所 東脇２ 31-1917

たかしばらクリニック 曙町 45-8110 杢野医院 船町 54-2850

竹内産婦人科 新本町 52-3453 やすい医院 植田町 25-3311

田中医院 中野町 45-0315 山内ファミリークリニック 牟呂町 43-6333

田中内科クリニック 北側町 31-3021 山本医院 二川町 41-0205

多米診療所 多米中町４ 63-1181 弥生病院 弥生町 48-2211

つしまクリニック 往完町 34-0082 横井内科小児科 曙町 46-0376

つつじが丘ウイメンズクリニック つつじが丘２ 66-5550 横山内科 神明町 55-7231

つつじが丘クリニック 佐藤１ 66-2103 吉田方クリニック 吉川町 33-7878

※医療機関は変更になることがあります。必ず事前に医療機関へ電話等で確認をしましょう。
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