
先進医療実施施設一覧：愛知県                 2019 年 8 月 20 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施設

情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 

●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

医療法人 セントラル アイ クリニック 〒450-0002 
名古屋市中村区名駅 4-5-28  
桜通豊田ビル 14 階 

052-587-4976 

名古屋アイクリニック 〒456-0003 
名古屋市熱田区波寄町 25-1  
名鉄金山第一ビル 3 階 

052-872-0490 

医療法人社団 同潤会 眼科杉田病院 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-1-30  052-251-6571 

富田眼科クリニック 〒454-0985 名古屋市中川区春田 3-9  052-309-7677 

医療法人 明眼会 西垣眼科医院 〒456-0058 名古屋市熱田区六番 2-2-30 052-661-0067 

医療法人 湘山会 眼科三宅病院 〒462-0825 名古屋市北区大曽根 3-14-20  052-915-8001 

医療法人 安間眼科 〒460-0011 名古屋市中区大須 4-10-50 052-241-2983 

独立行政法人 地域医療機能推進機構  
中京病院 

〒457-8510 名古屋市南区三条 1-1-10 052-691-7151 

医療法人 豊潤会 松浦眼科医院 〒491-0858 一宮市栄 2-12-14  0586-71-2375 

ひらばり眼科 〒468-0011 
名古屋市天白区平針３丁目１５０１番地 
平針サンシャインビル 1 階  

052-805-3887 

医療法人 とつか眼科 〒457-0808 名古屋市南区松下町 1-1 052-613-4001 

愛知医科大学病院 〒480-1195 長久手市岩作雁又 1-1 0561-62-3311 

岡崎南 上地眼科クリニック 〒444-0823 岡崎市上地 2-1-4 0564-73-3005 

医療法人 史正会 鍋田眼科医院 〒444-0226 岡崎市中島町字本町 20 番地 0564-43-2046 

医療法人 NEO 西春眼科クリニック 〒481-0033 北名古屋市西之保立石 3 0568-26-7122 

眼科冨田クリニック 〒470-2201 知多郡阿久比町白沢二反ノ田 57 0569-49-3322 

医療法人 明峰会 馬嶋眼科医院 〒488-0011 尾張旭市東栄町 1 丁目 11-2  0561-53-2968 

ほしの眼科 〒444-0912 岡崎市井田西町 2 番地 5 0564-28-1411 

いりなか眼科クリニック 〒466-0833 名古屋市昭和区隼人町7-10メディカルビル 052-835-1331 

愛岐眼科 〒491-0105 一宮市浅井町大日比野字清郷 85 番地 0586-52-0600 

愛岐中央眼科 〒483-8252 江南市大間町南大間５番地 0587-56-6555 

医療法人 いさな会 中京眼科 〒456-0032 
名古屋市熱田区三本松町 12-23  
フォレストインサンショウ  

052-883-1543 

浅野眼科クリニック 〒486-0841 春日井市南下原町 4-9-6  0568-83-0008 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
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松原眼科岩塚クリニック 〒453-0834 名古屋市中村区豊国通 6-14 052-461-4141 

奥田眼科クリニック 〒444-0008 岡崎市洞町字東前田 28-1 0564-26-2220 

工藤眼科クリニック 〒445-0847 西尾市亀沢町 456-1  0563-75-3753 

藤田保健衛生大学病院 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽が窪 1-98  0562-95-5177 

すえしげ眼科 〒470-1121 豊明市西川町広原 20－1  0562-95-3113 

医療法人 内田眼科 〒479-0868 常滑市飛香台 1-3-2  0569-36-1400 

医療法人 宮田眼科 〒484-0086 犬山市松本町 4-111 0568-61-0200 

医療法人 弘鳳会 おぐり近視眼科内科 〒460-0003 
名古屋市中区錦 3-16-27  
栄パークサイドプレス 4F 

052-265-7710 

田中眼科 〒447-0807 碧南市伏見町 3 丁目 21 番地  0566-43-5331 

よしだ眼科 〒470-2102 知多郡東浦町緒川平成 1-1  0562-82-1902 

鈴木眼科クリニック緑 〒458-0810 名古屋市緑区八つ松 1-1912 052-629-3888 

成田記念病院 〒441-8029 豊橋市羽根井本町 134  0532-31-2167 

北名古屋眼科 〒481-0004 北名古屋市鹿田栄 112  0568-26-1151 

コスモス眼科 〒480-0146 丹羽郡大口町余野 6-123 0587-94-1777 

にしはら眼科クリニック 〒458-0037 名古屋市緑区潮見が丘 1 丁目 48 番 2 052-899-0380 

ながき眼科 〒491-0858 一宮市栄 4 丁目 6 番 28 0586-71-6171 

いがや眼科クリニック 〒448-0001 刈谷市井ケ谷町久伝原 72-3 0566-36-6511 

八事眼科 〒468-0063 名古屋市天白区音聞山 1002   052-861-5335 

社会医療法人 大雄会 大雄会第一病院 〒491-8551 一宮市羽衣一丁目 6 番 12 号  0586-72-1211 

医療法人 かとう眼科クリニック  〒471-0811 豊田市御立町 7-111  0565-88-3800 

まえだ眼科  〒468-0020 名古屋市天白区平針南 4 丁目 1202 052-918-2821 

ともまつ眼科クリニック  〒482-0031 岩倉市八剱町大門出先 33－1  0587-58-5558 

平岩眼科  〒470-1116 豊明市新田町吉池 2-4 0562-93-0300 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

いわた眼科クリニック  〒485-0029 小牧市中央 5-40 0568-76-0777 

やまざき眼科クリニック 〒442-0856 豊川市久保町小深田 9-1   0533-82-4000 

びさい眼科 〒494-0008  一宮市東五城備前 10－1 0586-63-3100 

つしま佐久間眼科 〒496-0071 津島市新開町一丁目 40 番地 1 0567-24-3311 

名古屋第二赤十字病院 〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町 2 番地 9 052-832-1121 

社会医療法人 愛生会  
総合上飯田第一病院 

〒462-0802 名古屋市北区上飯田北町 2-70 052-911-3111 

医療法人 メディカルアイケア―  
瀬戸眼科 

〒489-0931 瀬戸市高根町 3-83 0561-85-3900 

西尾市民病院 〒445-8510 西尾市熊味町上泡原 6 0563-56-3171 

医療法人 小出クリニック  
小出アイクリニック 

〒444-0242 岡崎市中之郷町字北米野 32 0564-54-3636 

医療法人 羔羊会 弥生病院 〒441-8106 豊橋市弥生町字東豊和 96 0532-48-2211 

ふくたクリニック整形外科眼科 〒453-0838 名古屋市中村区向島町 5-28-11 2 階 052-412-5200 

蒲郡市民病院 〒443-8501 蒲郡市平田町向田 1-1 0533-66-2200 

みずたに眼科 〒468-0031 名古屋市天白区高宮町 1308 052-803-3030 
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