
P156～181の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）

番号 施 設 名 電話番号 住 所
保見・猿投・猿投台・井郷・石野中学校区 市外局番（0565）

1 あんどう耳鼻咽喉科クリニック 44-8500 四郷町千田64-1

2 榎本内科 48-5306 東保見町大門63
3 おかもとクリニック 45-3020 伊保町下川原97-2
4 こじま眼科 46-5611 四郷町宮下河原27-4
5 近藤クリニック 46-8383 荒井町松島370-1
6 斉藤病院 44-0033 四郷町森前200
7 しばはらクリニック 45-6633 貝津町箕輪216-1
8 仁大病院 45-0110 猿投町入道3-5
9 鈴木耳鼻咽喉科 45-2255 四郷町東畑300

10 豊田西病院 48-8331 保見町横山100
11 早川内科医院 45-2241 井上町9-134-2
12 保見クリニック 48-0011 東保見町池下30-1

番号 施 設 名 電話番号 住 所
13 保見診療所 48-1148 保見ケ丘5-1
14 平戸橋医院 45-1155 平戸橋町石平74

15 牧原胃腸科外科診療所 45-8684 青木町1-8-6

16 吉田整形外科あいちスポーツクリニック 85-1011 東保見町郷地1

17 わたなべクリニック 45-5941 青木町4-34-3
浄水・崇化館・梅坪台中学校区 市外局番（0565）
18 あかね医院 37-8686 栄生町4-13-6

19 あかり浄水こどもクリニック 43-1551 浄水町伊保原172-1

20 石黒眼科クリニック 32-3022 若宮町1-8

21 いしぐろ在宅診療所 47-1496 十塚町3-36リーパスビル301号

番号 施 設 名 電話番号 住 所
22 いとう耳鼻咽喉科 46-8733 浄水町南平54-1
23 内田クリニック 35-3500 喜多町4-50-1
24 梅坪クリニック 35-2088 東梅坪町8-8-17
25 おおくぼ内科クリニック 43-0600 浄水町南平56-1

26 おおしま小児科アレルギー科 36-5008 西町1-112マルタビル3F
27 小野皮膚科医院 32-1902 西町6-48
28 かすがい皮膚科 32-1112 東梅坪町9-8-3

29 かとう耳鼻咽喉科クリニック 37-3387 梅坪町6-3-11

30 上豊田駅前クリニック 45-8822 大清水町大清水84-8

31 上豊田さくら乳腺クリニック 46-0821 上原町西山25-1

32 加茂クリニック 34-1345 神田町1-8-9

番号 施 設 名 電話番号 住 所

33 グリーンベルARTクリニック 37-3535 喜多町2-160コモ・スクエアウエスト3F
34 河合眼科 32-5274 西町6-2-8
35 菊池病院 32-2200 若宮町5-1

36 きたまちクリニック 37-0618 喜多町3-80クラウンハイツ2F
37 京町クリニック 42-6666 京町4-8-1
38 こどもクリニック・パパ 31-8851 東梅坪町2-9-2
39 佐藤耳鼻咽喉科 32-2201 若宮町4-43
40 浄水共立クリニック 47-0200 浄水町伊保原300

41 杉田メンタルクリニック 36-5588 若宮町7-5-2ARK豊田ビル4F
42 杉本内科クリニック 37-3377 日南町5-47-1
43 鈴木皮フ科 46-4112 浄水町南平11
44 鈴木病院 33-8051 月見町1-10-8
45 せき内科 33-7500 月見町3-2-3
46 舘ハートクリニック 46-5353 浄水町原山275-1
47 田中小児科医院 33-2355 栄生町5-9-2

48 トヨタ眼科クリニック 31-7875 神田町1-1-1西山地産ビル3F
49 豊田厚生病院 43-5000 浄水町伊保原500-1
50 豊田地域医療センター 34-3000 西山町3-30-1
51 なかねクリニック 37-8800 梅坪町8-3-9

52 なるせこどもアレルギークリニック 33-5252 梅坪町6-2-3

53 成瀬内科 34-3070 若宮町8-1-10新豊田ビル2F
54 のぞみ診療所 32-8985 西山町2-19
55 ハートフルクリニック 34-3377 西町6-2-8
56 日高内科 32-2197 陣中町1-4-3
57 ひので整形外科 36-5511 日之出町2-11-11
58 深見眼科 34-1155 陣中町1-6-11
59 ほしの内科クリニック 36-0002 十塚町1-41-4
60 星山内科消化器科医院 34-3231 日之出町2-9-20
61 みどりヶ丘クリニック 37-1023 朝日町3-55-2
62 むつおクリニック 43-3688 浄水町伊保原173-1

63 山口胃腸科外科クリニック 46-2211 大清水町原山108-3
朝日丘・逢妻中学校区 市外局番（0565）
64 アイキッズクリニック 35-1955 逢妻町3-10-2
65 逢妻クリニック 31-9222 宮町7-155-1
66 あさひが丘クリニック 37-3939 小川町4-49-2
67 イトウ内科クリニック 33-0505 下市場町6-1
68 加藤内科医院 31-7003 本新町4-21
69 川出耳鼻咽喉科 32-3387 小坂本町4-6-6
70 久保田クリニック 28-4657 柿本町6-21
71 栗田クリニック 31-1860 広久手町2-1-1
72 衣ヶ原病院 32-0991 広久手町2-34
73 さはし内科 32-3847 大池町汐取17-214

74 さわだ耳鼻いんこう科クリニック 37-3314 長興寺10-59-3

75 三九朗病院 32-0282 小坂町7-80
76 杉山医院 31-1328 下市場町7-24-1
77 たけうちこどもクリニック 32-1531 御幸町2-55
78 つかさ整形外科 37-3322 司町5-12

79 豊田しんまち耳鼻咽喉科 33-0087 新町4-34-2

80 なかね整形外科 74-0066 深田町1-5-3
81 ばんの皮膚科クリニック 37-1770 長興寺10-41

82 ふじしま内科 41-7720 本新町7-48-6豊田ほっとかん2F
83 もとまち内科クリニック 24-8080 柿本町7-66-1

84 もりもりこどもクリニック 26-7788 深田町1-12-1

85 やまだ泌尿器科クリニック 32-3101 新町4-34-1

86 山之手眼科 28-7144 御幸本町2-200-5Buildいづみ1F
87 渡辺医院 32-0129 常盤町2-61
高橋・美里・益富・松平中学校区 市外局番（0565）
88 いけど内科クリニック 87-2551 市木町6-38

89 吉田整形外科人工関節クリニック 88-5577 五ケ丘1-2-2

90 ウェルスプリングウィメンズクリニック 87-2237 美里6-7-11

91 おぎ原内科クリニック 87-0330 野見町5-132-1

番号 施 設 名 電話番号 住 所
92 かとう眼科クリニック 88-3800 御立町7-111
93 加藤医院 89-0061 東山町2-1511-1
94 かみや外科クリニック 88-8568 高上1-16-6
95 小早川整形外科・内科 88-3311 市木町5-1-2
96 志賀耳鼻咽喉科 80-0808 神池町2-1215
97 菅沼医院 80-3461 高橋町1-61
98 すくすくこどもクリニック 87-3939 東山町2-2-9
99 近田医院 80-4524 東山町2-1555-7

100 豊田東リハビリテーション病院 89-7700 野見山町3-88-26

101 中村医院 86-1414 岩倉町柿田39-3
102 のみ皮膚科クリニック 89-0700 野見町11-92
103 東加茂クリニック 87-3212 岩滝町高入48-1
104 ひらい眼科 88-2880 高上1-4-3
105 二葉内科クリニック 89-2228 東山町1-5-7
106 古井医院 88-0011 泉町1-3-1
107 美里たなかクリニック 87-1133 森町8-105
108 やふそ小児科 80-7766 御立町8-54
109 吉田整形外科病院 89-1818 御立町7-100
110 渡辺耳鼻咽喉科 89-1187 東山町2-3-6
高岡・前林・若園中学校区 市外局番（0565）
111 青山医院 52-3703 若林西町後口79
112 浅井クリニック 53-7711 中根町永池175-1
113うめもとクリニック 55-1555 西岡町唐池34-6
114 えんどう内科 53-0300 堤本町本地11-2
115 キッズクリニックサンタ 51-1155 若林東町宮間15-20
116 グリーンベルクリニック 51-0011 若林東町棚田160-1

117 甲村耳鼻咽喉科クリニック 51-3387 前林町陣田82-3

118 駒場クリニック 57-2100 駒場町南124
119 清水皮膚科医院 57-1544 駒場町向金440-1
120 竹本眼科 51-1500 若林西町象面179

121 たつや整形外科クリニック 52-3300 若林西町北山畑117
122 ちあき眼科クリニック 53-8080 西岡町保ケ山70-1
123ともまつクリニック 52-3139 花園町才兼77-2
124 中野胃腸病院 57-1611 駒新町金山1-12
125 野場医院 52-3345 吉原町前田65-1
126 花園内科 53-2772 花園町屋敷15-1
127 日比野内科クリニック 51-0055 若林東町宮間15-8

128 星ヶ丘たなかこどもクリニック 55-0088 西岡町星ケ丘264-1

129 若林耳鼻咽喉科クリニック 53-5588 若林東町高根下96-3
豊南中学校区 市外局番（0565）
130 あげつまクリニック 25-1203 今町2-66
131 あづま皮フ科クリニック 25-3316 明和町3-5
132うさみ内科クリニック 27-7222 水源町5-3-1
133 おちあいクリニック 28-1331 前山町5-23-61
134トヨタ記念病院 28-0100 平和町1-1

135 豊田睡眠呼吸障害治療クリニック 26-0833 前山町3-1-1萬秀ビル2F
136 豊田すずき眼科 26-7111 丸山町3-68-5

137 長谷川医院 28-5136 山之手3-94吉野ビル1F

138 はやしファミリークリニック 74-0080 丸山町3-20-1

139 福島内科クリニック 37-7277 秋葉町1-25-1

140 前山キッズクリニック 27-8888 前山町3-9-1リューノスビル2F
141 松崎耳鼻咽喉科 28-7250 山之手2-91

142 山之手痛みと内科のクリニック 27-6581 丸山町8-25

143 山元整形外科皮膚科小児科 28-5248 山之手5-113

竜神・上郷・末野原中学校区 市外局番（0565）
144 あしかり眼科 24-2002 竜神町錦18-1

145 あんどう内科皮フ科クリニック 51-0808 広田町西山76-1

146 胃腸科肛門科家田病院 21-0500 畝部西町城ケ堀11-1
147 稲垣医院 21-0003 上郷町市場83-3
148 井上医院 26-0800 竜神町錦17-1
149うめだクリニック 47-1555 田中町5-38-9
150 永覚Kidsクリニック 29-0415 永覚新町1-17-3

番号 施 設 名 電話番号 住 所
151 大西医院 52-0057 竹元町二ツ池16
152 尾山皮フ科 53-5055 竹町北邸14

153 上郷整形外科・リハビリテーション科 25-0377 和会町稲葉28-1

154 上條医院 21-8501 福受町下ノ切79-1

155 窪田整形外科リウマチクリニック 52-1631 本町高根12

156こんどう耳鼻科クリニック 27-3300 竜神町竜神22-1

157さくら病院 28-3691 豊栄町11-131
158 しのだ内科クリニック 27-7700 大林町10-23-3
159 豊田共立クリニック 74-0774 豊栄町10-59
160 豊田新成病院 51-3000 竹元町荒子15

161 豊田土橋こころのクリニック 41-7730 曙町3-8

162 なりたクリニック 51-1010 住吉町上根1-3
163 平吹医院 27-8000 鴛鴨町小畔屋敷130-1
164 ふなはし内科クリニック 71-2784 大林町17-7-21
165 保志条クリニック 21-3333 和会町稲葉39-2

166 星野耳鼻咽喉科クリニック 27-1133 鴛鴨町向山173-1

167 細野クリニック 28-3665 曙町2-21
168 みずの内科クリニック 25-0805 畝部東町西丹波15-1
169 南豊田病院 21-0331 広美町郷西80
170 三宅医院 28-4391 土橋町8-112-2
藤岡・藤岡南・小原中学校区 市外局番（0565）
171 小原診療所 65-2013 小原町平田355
172 杉山クリニック 76-5959 迫町六反田77-1
173 たなかクリニック 76-7887 藤岡飯野町井ノ脇414
174ちかだクリニック 76-5922 西中山町牛田63-33
175 豊田市立乙ケ林診療所 65-3008 乙ケ林町寒田552
足助・旭・下山・稲武中学校区 市外局番（0565）
176 足助病院 62-1211 岩神町仲田20
177 髙橋医院 90-2015 大沼町越田和58

178 内科・小児科小石川医院 62-0022 足助町本町24

179 古橋クリニック 82-3638 稲武町タヒラ10
180 森下医院 68-2301 小渡町船戸49-1
181山田醫院 82-2111 武節町ソト田80-2

みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住 所

いしい外科三好クリニック 33-3911 三好町中島30-1
臼井整形外科 33-1039 三好町上ヶ池14-9
宇田ファミリークリニック 35-1311 園原4-1-4
かすやメンタルクリニック 33-0880 三好丘2-3-7
かまたにクリニック 32-2122 福田町碁盤田2-1
くまさんこどもクリニック 33-3555 三好町中島113-1
寿光会中央病院 32-1935 三好町石畑5
すずき耳鼻咽喉科 33-3341 三好町井ノ花81-1
鈴木内科クリニック 36-7373 黒笹町下田3-1
たかもと内科クリニック 33-4646 福谷町壱丁田2-6
たきざわ胃腸科外科 33-5555 三好町中島55-2
たなかマタニティクリニック 33-4103 三好丘旭3-4-3
天王内科 32-2002 三好町天王94-3
なかじま内科皮フ科 32-9800 打越町島ノ山92-1
永井医院 33-5211 三好町弥栄11-4
永田眼科クリニック 34-4600 三好町中島66-1
にしだ耳鼻咽喉科 33-0878 三好丘2-5-1
はしたにクリニック 33-5380 西一色町東25
花レディースクリニック 33-0311 福谷町細田1-3
ひらの内科クリニック 36-1008 三好丘7-5-7
平岩皮フ科 33-1500 三好町大坪22
堀田整形外科クリニック 32-2880 三好町石畑55
まつおかこどもクリニック 34-0181 三好町上ヶ池12-8

みすクリニック 34-7511 三好町小坂75三好医療モール2F
みよし市民病院 33-3300 三好町八和田山15
三好ヶ丘クリニック 36-2000 三好丘1-5-5
三好ヶ丘メディカル
クリニック 36-5011 福谷町寺田6

三好眼科クリニック 33-4567 福谷町壱丁田20-5
三好丘こどもクリニック 33-0505 三好丘3-8-4

森脇レディースクリニック 33-5512 三好町小坂75三好医療モール2F

豊田加茂医師会 病院・医院リスト 令和３年２月現在

一般社団法人豊田加茂医師会　

　豊田加茂医師会は、西三河北部医療圏（豊田市・みよし市）で開業している
医師と病院に勤務する医師により構成されています。　
　豊田加茂医師会では、現在530余名の医師が所属しており、保健・医療・福
祉の充実及び質の向上を目指し、予防接種、健康診査、在宅医療、救急医療、
災害医療、産業保健、病診連携事業、介護保険等々の分野で活動しています。
　また、地域の公衆衛生の向上のため、市民公開講座、シンポジウム等を開催し、健康教育、保健衛生の
啓発に取り組んでおりますので市民の皆様、開催の折には是非ご参加ください。
　なお、医療機関の詳細情報は豊田加茂医師会のホームページ（医療機関案内）をご覧ください。

ごあいさつ

　豊田加茂医師会は、西三河北部医療圏（豊田市・みよし市）で開業している
医師と病院に勤務する医師により構成されています。　
　豊田加茂医師会では、現在530余名の医師が所属しており、保健・医療・福
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m e d i c a l  a s s o c i a t i o n

　豊田加茂医師会では休日救急内科診療所、豊田市立南部休日救急内科診療所を運営しており、午前9時～
午後5時の間、内科・小児科の急病患者さんに対応しています。なお、診療日は、日曜日・祝日・年末年始（12月
30日～1月3日）で受付時間は下記のとおりです。

休日救急内科診療所のご案内

●受付時間／ 午前9時～午前11時30分
午後1時～午後4時30分

●住 所／豊田市西山町3丁目30番地1
●電 話／（0565）32-7150

●受付時間／ 午前9時～午前11時30分
午後1時～午後4時30分

●住 所／豊田市和会町長田8番地1
●電 話／(0565)85-0099

■ 豊田加茂医師会立休日救急内科診療所 ■ 豊田市立南部休日救急内科診療所
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P156～181の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）

番号 施 設 名 電話番号 住 所
保見・猿投・猿投台・井郷・石野中学校区 市外局番（0565）

1 あんどう耳鼻咽喉科クリニック 44-8500 四郷町千田64-1

2 榎本内科 48-5306 東保見町大門63
3 おかもとクリニック 45-3020 伊保町下川原97-2
4 こじま眼科 46-5611 四郷町宮下河原27-4
5 近藤クリニック 46-8383 荒井町松島370-1
6 斉藤病院 44-0033 四郷町森前200
7 しばはらクリニック 45-6633 貝津町箕輪216-1
8 仁大病院 45-0110 猿投町入道3-5
9 鈴木耳鼻咽喉科 45-2255 四郷町東畑300

10 豊田西病院 48-8331 保見町横山100
11 早川内科医院 45-2241 井上町9-134-2
12 保見クリニック 48-0011 東保見町池下30-1

番号 施 設 名 電話番号 住 所
13 保見診療所 48-1148 保見ケ丘5-1
14 平戸橋医院 45-1155 平戸橋町石平74

15 牧原胃腸科外科診療所 45-8684 青木町1-8-6

16 吉田整形外科あいちスポーツクリニック 85-1011 東保見町郷地1

17 わたなべクリニック 45-5941 青木町4-34-3
浄水・崇化館・梅坪台中学校区 市外局番（0565）
18 あかね医院 37-8686 栄生町4-13-6

19 あかり浄水こどもクリニック 43-1551 浄水町伊保原172-1

20 石黒眼科クリニック 32-3022 若宮町1-8

21 いしぐろ在宅診療所 47-1496 十塚町3-36リーパスビル301号

番号 施 設 名 電話番号 住 所
22 いとう耳鼻咽喉科 46-8733 浄水町南平54-1
23 内田クリニック 35-3500 喜多町4-50-1
24 梅坪クリニック 35-2088 東梅坪町8-8-17
25 おおくぼ内科クリニック 43-0600 浄水町南平56-1

26 おおしま小児科アレルギー科 36-5008 西町1-112マルタビル3F
27 小野皮膚科医院 32-1902 西町6-48
28 かすがい皮膚科 32-1112 東梅坪町9-8-3

29 かとう耳鼻咽喉科クリニック 37-3387 梅坪町6-3-11

30 上豊田駅前クリニック 45-8822 大清水町大清水84-8

31 上豊田さくら乳腺クリニック 46-0821 上原町西山25-1

32 加茂クリニック 34-1345 神田町1-8-9

番号 施 設 名 電話番号 住 所

33 グリーンベルARTクリニック 37-3535 喜多町2-160コモ・スクエアウエスト3F
34 河合眼科 32-5274 西町6-2-8
35 菊池病院 32-2200 若宮町5-1

36 きたまちクリニック 37-0618 喜多町3-80クラウンハイツ2F
37 京町クリニック 42-6666 京町4-8-1
38 こどもクリニック・パパ 31-8851 東梅坪町2-9-2
39 佐藤耳鼻咽喉科 32-2201 若宮町4-43
40 浄水共立クリニック 47-0200 浄水町伊保原300

41 杉田メンタルクリニック 36-5588 若宮町7-5-2ARK豊田ビル4F
42 杉本内科クリニック 37-3377 日南町5-47-1
43 鈴木皮フ科 46-4112 浄水町南平11
44 鈴木病院 33-8051 月見町1-10-8
45 せき内科 33-7500 月見町3-2-3
46 舘ハートクリニック 46-5353 浄水町原山275-1
47 田中小児科医院 33-2355 栄生町5-9-2

48 トヨタ眼科クリニック 31-7875 神田町1-1-1西山地産ビル3F
49 豊田厚生病院 43-5000 浄水町伊保原500-1
50 豊田地域医療センター 34-3000 西山町3-30-1
51 なかねクリニック 37-8800 梅坪町8-3-9

52 なるせこどもアレルギークリニック 33-5252 梅坪町6-2-3

53 成瀬内科 34-3070 若宮町8-1-10新豊田ビル2F
54 のぞみ診療所 32-8985 西山町2-19
55 ハートフルクリニック 34-3377 西町6-2-8
56 日高内科 32-2197 陣中町1-4-3
57 ひので整形外科 36-5511 日之出町2-11-11
58 深見眼科 34-1155 陣中町1-6-11
59 ほしの内科クリニック 36-0002 十塚町1-41-4
60 星山内科消化器科医院 34-3231 日之出町2-9-20
61 みどりヶ丘クリニック 37-1023 朝日町3-55-2
62 むつおクリニック 43-3688 浄水町伊保原173-1

63 山口胃腸科外科クリニック 46-2211 大清水町原山108-3
朝日丘・逢妻中学校区 市外局番（0565）
64 アイキッズクリニック 35-1955 逢妻町3-10-2
65 逢妻クリニック 31-9222 宮町7-155-1
66 あさひが丘クリニック 37-3939 小川町4-49-2
67 イトウ内科クリニック 33-0505 下市場町6-1
68 加藤内科医院 31-7003 本新町4-21
69 川出耳鼻咽喉科 32-3387 小坂本町4-6-6
70 久保田クリニック 28-4657 柿本町6-21
71 栗田クリニック 31-1860 広久手町2-1-1
72 衣ヶ原病院 32-0991 広久手町2-34
73 さはし内科 32-3847 大池町汐取17-214

74 さわだ耳鼻いんこう科クリニック 37-3314 長興寺10-59-3

75 三九朗病院 32-0282 小坂町7-80
76 杉山医院 31-1328 下市場町7-24-1
77 たけうちこどもクリニック 32-1531 御幸町2-55
78 つかさ整形外科 37-3322 司町5-12

79 豊田しんまち耳鼻咽喉科 33-0087 新町4-34-2

80 なかね整形外科 74-0066 深田町1-5-3
81 ばんの皮膚科クリニック 37-1770 長興寺10-41

82 ふじしま内科 41-7720 本新町7-48-6豊田ほっとかん2F
83 もとまち内科クリニック 24-8080 柿本町7-66-1

84 もりもりこどもクリニック 26-7788 深田町1-12-1

85 やまだ泌尿器科クリニック 32-3101 新町4-34-1

86 山之手眼科 28-7144 御幸本町2-200-5Buildいづみ1F
87 渡辺医院 32-0129 常盤町2-61
高橋・美里・益富・松平中学校区 市外局番（0565）
88 いけど内科クリニック 87-2551 市木町6-38

89 吉田整形外科人工関節クリニック 88-5577 五ケ丘1-2-2

90 ウェルスプリングウィメンズクリニック 87-2237 美里6-7-11

91 おぎ原内科クリニック 87-0330 野見町5-132-1

番号 施 設 名 電話番号 住 所
92 かとう眼科クリニック 88-3800 御立町7-111
93 加藤医院 89-0061 東山町2-1511-1
94 かみや外科クリニック 88-8568 高上1-16-6
95 小早川整形外科・内科 88-3311 市木町5-1-2
96 志賀耳鼻咽喉科 80-0808 神池町2-1215
97 菅沼医院 80-3461 高橋町1-61
98 すくすくこどもクリニック 87-3939 東山町2-2-9
99 近田医院 80-4524 東山町2-1555-7

100 豊田東リハビリテーション病院 89-7700 野見山町3-88-26

101 中村医院 86-1414 岩倉町柿田39-3
102 のみ皮膚科クリニック 89-0700 野見町11-92
103 東加茂クリニック 87-3212 岩滝町高入48-1
104 ひらい眼科 88-2880 高上1-4-3
105 二葉内科クリニック 89-2228 東山町1-5-7
106 古井医院 88-0011 泉町1-3-1
107 美里たなかクリニック 87-1133 森町8-105
108 やふそ小児科 80-7766 御立町8-54
109 吉田整形外科病院 89-1818 御立町7-100
110 渡辺耳鼻咽喉科 89-1187 東山町2-3-6
高岡・前林・若園中学校区 市外局番（0565）
111 青山医院 52-3703 若林西町後口79
112 浅井クリニック 53-7711 中根町永池175-1
113うめもとクリニック 55-1555 西岡町唐池34-6
114 えんどう内科 53-0300 堤本町本地11-2
115 キッズクリニックサンタ 51-1155 若林東町宮間15-20
116 グリーンベルクリニック 51-0011 若林東町棚田160-1

117 甲村耳鼻咽喉科クリニック 51-3387 前林町陣田82-3

118 駒場クリニック 57-2100 駒場町南124
119 清水皮膚科医院 57-1544 駒場町向金440-1
120 竹本眼科 51-1500 若林西町象面179

121 たつや整形外科クリニック 52-3300 若林西町北山畑117
122 ちあき眼科クリニック 53-8080 西岡町保ケ山70-1
123ともまつクリニック 52-3139 花園町才兼77-2
124 中野胃腸病院 57-1611 駒新町金山1-12
125 野場医院 52-3345 吉原町前田65-1
126 花園内科 53-2772 花園町屋敷15-1
127 日比野内科クリニック 51-0055 若林東町宮間15-8

128 星ヶ丘たなかこどもクリニック 55-0088 西岡町星ケ丘264-1

129 若林耳鼻咽喉科クリニック 53-5588 若林東町高根下96-3
豊南中学校区 市外局番（0565）
130 あげつまクリニック 25-1203 今町2-66
131 あづま皮フ科クリニック 25-3316 明和町3-5
132うさみ内科クリニック 27-7222 水源町5-3-1
133 おちあいクリニック 28-1331 前山町5-23-61
134トヨタ記念病院 28-0100 平和町1-1

135 豊田睡眠呼吸障害治療クリニック 26-0833 前山町3-1-1萬秀ビル2F
136 豊田すずき眼科 26-7111 丸山町3-68-5

137 長谷川医院 28-5136 山之手3-94吉野ビル1F

138 はやしファミリークリニック 74-0080 丸山町3-20-1

139 福島内科クリニック 37-7277 秋葉町1-25-1

140 前山キッズクリニック 27-8888 前山町3-9-1リューノスビル2F
141 松崎耳鼻咽喉科 28-7250 山之手2-91

142 山之手痛みと内科のクリニック 27-6581 丸山町8-25

143 山元整形外科皮膚科小児科 28-5248 山之手5-113

竜神・上郷・末野原中学校区 市外局番（0565）
144 あしかり眼科 24-2002 竜神町錦18-1

145 あんどう内科皮フ科クリニック 51-0808 広田町西山76-1

146 胃腸科肛門科家田病院 21-0500 畝部西町城ケ堀11-1
147 稲垣医院 21-0003 上郷町市場83-3
148 井上医院 26-0800 竜神町錦17-1
149うめだクリニック 47-1555 田中町5-38-9
150 永覚Kidsクリニック 29-0415 永覚新町1-17-3

番号 施 設 名 電話番号 住 所
151 大西医院 52-0057 竹元町二ツ池16
152 尾山皮フ科 53-5055 竹町北邸14

153 上郷整形外科・リハビリテーション科 25-0377 和会町稲葉28-1

154 上條医院 21-8501 福受町下ノ切79-1

155 窪田整形外科リウマチクリニック 52-1631 本町高根12

156こんどう耳鼻科クリニック 27-3300 竜神町竜神22-1

157さくら病院 28-3691 豊栄町11-131
158 しのだ内科クリニック 27-7700 大林町10-23-3
159 豊田共立クリニック 74-0774 豊栄町10-59
160 豊田新成病院 51-3000 竹元町荒子15

161 豊田土橋こころのクリニック 41-7730 曙町3-8

162 なりたクリニック 51-1010 住吉町上根1-3
163 平吹医院 27-8000 鴛鴨町小畔屋敷130-1
164 ふなはし内科クリニック 71-2784 大林町17-7-21
165 保志条クリニック 21-3333 和会町稲葉39-2

166 星野耳鼻咽喉科クリニック 27-1133 鴛鴨町向山173-1

167 細野クリニック 28-3665 曙町2-21
168 みずの内科クリニック 25-0805 畝部東町西丹波15-1
169 南豊田病院 21-0331 広美町郷西80
170 三宅医院 28-4391 土橋町8-112-2
藤岡・藤岡南・小原中学校区 市外局番（0565）
171 小原診療所 65-2013 小原町平田355
172 杉山クリニック 76-5959 迫町六反田77-1
173 たなかクリニック 76-7887 藤岡飯野町井ノ脇414
174ちかだクリニック 76-5922 西中山町牛田63-33
175 豊田市立乙ケ林診療所 65-3008 乙ケ林町寒田552
足助・旭・下山・稲武中学校区 市外局番（0565）
176 足助病院 62-1211 岩神町仲田20
177 髙橋医院 90-2015 大沼町越田和58

178 内科・小児科小石川医院 62-0022 足助町本町24

179 古橋クリニック 82-3638 稲武町タヒラ10
180 森下医院 68-2301 小渡町船戸49-1
181山田醫院 82-2111 武節町ソト田80-2

みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住 所

いしい外科三好クリニック 33-3911 三好町中島30-1
臼井整形外科 33-1039 三好町上ヶ池14-9
宇田ファミリークリニック 35-1311 園原4-1-4
かすやメンタルクリニック 33-0880 三好丘2-3-7
かまたにクリニック 32-2122 福田町碁盤田2-1
くまさんこどもクリニック 33-3555 三好町中島113-1
寿光会中央病院 32-1935 三好町石畑5
すずき耳鼻咽喉科 33-3341 三好町井ノ花81-1
鈴木内科クリニック 36-7373 黒笹町下田3-1
たかもと内科クリニック 33-4646 福谷町壱丁田2-6
たきざわ胃腸科外科 33-5555 三好町中島55-2
たなかマタニティクリニック 33-4103 三好丘旭3-4-3
天王内科 32-2002 三好町天王94-3
なかじま内科皮フ科 32-9800 打越町島ノ山92-1
永井医院 33-5211 三好町弥栄11-4
永田眼科クリニック 34-4600 三好町中島66-1
にしだ耳鼻咽喉科 33-0878 三好丘2-5-1
はしたにクリニック 33-5380 西一色町東25
花レディースクリニック 33-0311 福谷町細田1-3
ひらの内科クリニック 36-1008 三好丘7-5-7
平岩皮フ科 33-1500 三好町大坪22
堀田整形外科クリニック 32-2880 三好町石畑55
まつおかこどもクリニック 34-0181 三好町上ヶ池12-8

みすクリニック 34-7511 三好町小坂75三好医療モール2F
みよし市民病院 33-3300 三好町八和田山15
三好ヶ丘クリニック 36-2000 三好丘1-5-5
三好ヶ丘メディカル
クリニック 36-5011 福谷町寺田6

三好眼科クリニック 33-4567 福谷町壱丁田20-5
三好丘こどもクリニック 33-0505 三好丘3-8-4

森脇レディースクリニック 33-5512 三好町小坂75三好医療モール2F

豊田加茂医師会 病院・医院リスト 令和３年２月現在

一般社団法人豊田加茂医師会　

　豊田加茂医師会は、西三河北部医療圏（豊田市・みよし市）で開業している
医師と病院に勤務する医師により構成されています。　
　豊田加茂医師会では、現在530余名の医師が所属しており、保健・医療・福
祉の充実及び質の向上を目指し、予防接種、健康診査、在宅医療、救急医療、
災害医療、産業保健、病診連携事業、介護保険等々の分野で活動しています。
　また、地域の公衆衛生の向上のため、市民公開講座、シンポジウム等を開催し、健康教育、保健衛生の
啓発に取り組んでおりますので市民の皆様、開催の折には是非ご参加ください。
　なお、医療機関の詳細情報は豊田加茂医師会のホームページ（医療機関案内）をご覧ください。

ごあいさつGreeting

TOYOTA CITY

m e d i c a l  a s s o c i a t i o n

　豊田加茂医師会では休日救急内科診療所、豊田市立南部休日救急内科診療所を運営しており、午前9時～
午後5時の間、内科・小児科の急病患者さんに対応しています。なお、診療日は、日曜日・祝日・年末年始（12月
30日～1月3日）で受付時間は下記のとおりです。

休日救急内科診療所のご案内

●受付時間／ 午前9時～午前11時30分
午後1時～午後4時30分

●住 所／豊田市西山町3丁目30番地1
●電 話／（0565）32-7150

●受付時間／ 午前9時～午前11時30分
午後1時～午後4時30分

●住 所／豊田市和会町長田8番地1
●電 話／(0565)85-0099

■ 豊田加茂医師会立休日救急内科診療所 ■ 豊田市立南部休日救急内科診療所
若草町2

市民薬局

梅坪台中

N

休日救急内科
診療所

豊田加茂
医師会館

サン・アビリティーズ豊田

地域医療センター

ウエストヒルズ
サイトウ

高原町3

N

和会町上屋敷

猿
渡
川

南消防署

南部休日救急
内科診療所

若林東町竹陽
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〒471-0062 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1　TEL.0565-31-7711　FAX.0565-31-4318
URL: http://www.toyotakamoishikai.or.jp/

一般社団法人 豊田加茂医師会
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P000～000の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）

▼病院
みよし市 市外局番（0561）

施 設 名 電話番号 住　所
寿光会中央病院 32-1935 三好町石畑5

豊田市 市外局番（0565）
番号 施 設 名 電話番号 住　所

134 トヨタ記念病院
歯科口腔外科 28-0100 平和町1-1

135 豊田厚生病院
歯科口腔外科 43-5000 浄水町

伊保原500-1

136 豊田新成病院
歯科口腔外科 52-1155 竹元町荒子15

▼病院

みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住　所

ありたけ歯科クリニック 36-6474 三好丘旭3-2-3
いしかわ歯科 34-6611 園原3-8-9
いせ歯科クリニック 34-1021 三好町弥栄96-1
岡本歯科医院 34-3466 三好町平池48-4
おだファミリー歯科クリニック 76-4711 福谷町壱丁田19-1
上栗歯科 32-3810 三好町夕田12-1
後藤歯科 34-4778 東陣取山210-1

柴田歯科医院 34-5555 三好町湯ノ前66-1
湯の前ビル2F

鈴木歯科医院 32-1055 三好町木之本51
スマイル千田歯科 34-8214 打越町上屋敷40-53
田代歯科医院 32-8290 三好町荒池6-4
田中歯科医院 34-6151 打越町三本松30-500
天王台歯科 32-9898 天王台7-8
なかね歯科 33-0330 三好丘2-1-11

成田歯科クリニック 33-3232 三好町青木88 イオン
三好店・アイモール1F

はな歯科こども歯科クリニック 56-8888 福谷町細田1-3
はまさき歯科クリニック 34-5577 三好町夕田81
陽のあたる歯科 76-5526 黒笹町前田2-1
深谷歯科医院 34-1818 明知町小池下31
船越歯科 34-6480 三好町蜂ヶ池9-10
松浦歯科医院 34-4867 三好町新月40-1
松尾歯科 36-1212 福谷町最中14-1

みどりヶ丘歯科医院 36-2107 三好丘緑3-1-1
アールビル2F

三好ヶ丘歯科 36-5234 三好丘 2-4-2

三好セントラル歯科 34-8046 三好町小坂75
三好医療モール2F

番号 施 設 名 電話番号 住　所
挙母地区 市外局番（0565）

1 あいづま歯科・
こども歯科 37-7075 宮町7-159-1

2 あかつき歯科医院 26-1511 田中町5-39-2
3 あだちデンタルクリニック 41-3597 十塚町5-49-1
4 いぐち歯科クリニック 37-8208 高原町4-34-1
5 石黒歯科医院 35-8211 下林町5-44-1
6 岩瀬歯科医院 34-1118 元城町2-28
7 上ころもときわ歯科 31-8241 上挙母3-25
8 エンジェル歯科 29-4618 山之手8-35-1
9 鴻の巣歯科 28-3131 鴻ノ巣町1-14-1

10 岡田歯科クリニック 33-6480 東梅坪町8-5-6
11 小倉歯科医院 27-1252 明和町4-5-10
12 加藤歯科クリニック 33-6661 若宮町1-24-2
13 河合歯科医院 27-8831 水源町1-2-8
14 神田歯科医院 33-2111 神田町2-4-6
15 けやき歯科 41-8855 京町5-1-14
16 小坂加藤歯科 31-3377 小坂町9-53-2
17 小島歯科 34-1991 秋葉町6-6-1
18 挙母矯正歯科 34-1212 下林町2-58-1

19 こんどう矯正歯科 32-8041 若宮町1-8-1
第38オーシャンビル6F

20 近藤歯科医院 28-3100 山之手6-41
21 榊原歯科 34-1500 朝日町1-5-3
22 さかきばら歯科 28-7011 山之手3-14
23 柴田歯科医院 33-6800 陣中町1-18-21

24 新谷歯科医院 31-8874 東新町6-12-6
元町ハイツ2F

25 鈴木歯科医院 32-0502 桜町1-49
26 すみや歯科クリニック 85-8730 若草町3-21-9
27 だいせい歯科医院 35-1800 平芝町2-6-7
28 たかくも歯科医院 32-9211 三軒町8-97

29 竹内佐年デンタル
オフィス 35-7088 錦町1-43

30 塚本歯科医院 31-7871 日之出町2-9-21
31 つづき歯科 27-8080 土橋町7-8-4

32 豊田市こども発達センター
のぞみ診療所 小児歯科 32-8985 西山町2-19

33 とよた歯科医院 32-7568 小坂本町1-9-2
34 永田歯科医院 31-6130 天王町6-25
35 中根歯科 35-3833 栄生町5-47-1

36 服部矯正小児歯科 34-3456 西町6-3-7
KKビル4F

37 花木歯科 28-9090 明和町2-47-1

38 HAL歯科医院
こども歯科 29-6560 今町2-37-1

39 久歯科クリニック 74-1355 丸山町1-54-3

40 ヒル川歯科医院 31-4881 神田町1-1-1
西山地産ビル3F

41 前山台歯科 28-7856 前山町4-12-5
42 丸子歯科 32-3718 東梅坪町8-7-6
43 みずの歯科医院 31-8001 東梅坪町1-4-1
44 みどり歯科クリニック 29-2720 田中町1-119-7
45 緑ヶ丘デンタルクリニック 98-2722 緑ケ丘2-28-5
46 宮上歯科医院 31-3738 宮上町3-60-2
47 三宅矯正歯科クリニック 35-6161 梅坪町1-18-11
48 三宅歯科医院 32-0301 竹生町4-18

49 宮地歯科医院 34-4182 昭和町4-80
須賀ビル1F

50 元町歯科 26-1010 柿本町6-48
51 矢頭歯科医院 33-8814 小坂町3-7
52 山本歯科医院 34-3311 日南町5-25
53 吉田歯科クリニック 41-8022 丸山町3-53-1
高橋・松平地区 市外局番（0565）
54 あおぞら歯科医院 88-7333 市木町4-17-5
55 大澤歯科医院 88-0031 高橋町1-48
56 おぎの歯科医院 58-0648 中垣内町四ツ瀬20
57 川原歯科医院 80-3050 美里2-3-12
58 京ケ峰ファミリー歯科 80-1120 京ケ峰1-10-1

番号 施 設 名 電話番号 住　所

59 ぜんなみデンタル
クリニック 89-0588 高上1-22-10

60 大正ファミリー歯科 88-0010 五ケ丘1-2-4
61 土井歯科医院 80-6552 志賀町栃本737-1
62 外山歯科 89-2324 野見町11-64
63 豊田キッズファミリー歯科 41-6902 上野町6-105-15
64 豊田第一歯科 89-2055 高上2-1-1

65 なかおか歯科
こども歯科 87-3718 渋谷町3-980-18-1

66 福岡歯科医院 80-7757 泉町3-6-9
67 ふじさわ歯科 89-2151 美里6-8-10及11
68 藤歯科医院 58-1177 松平志賀町丸山38-1
69 松森歯科 80-2233 泉町2-6-2
70 みずこし歯科 50-2171 上野町4-6-6
上郷地区 市外局番（0565）
71 上杉歯科医院 71-1717 永覚新町3-48
72 永覚歯科クリニック 27-9711 永覚新町1-49-1
73 岡田歯科医院 21-6226 畝部東町中切114
74 佐々木歯科 21-5555 和会町山神東分7-3
75 寿恵野歯科 25-8241 鴛鴨町畔畑117-3
76 すぎやま歯科 21-5161 畝部西町伍位204
77 服部歯科医院 27-1780 渡刈町6-52-1
78 みこしば歯科医院 21-2260 上郷町5-14-10
79 みのる歯科クリニック 85-7123 和会町木ノ前1-1
80 村上歯科医院 21-1234 上郷町3-8-7
高岡地区 市外局番（0565）
81 いざわ歯科 51-3154 吉原町宮里9-1
82 井戸田歯科医院 53-7220 高岡本町南85-2
83 大島歯科医院 53-4141 大島町栄93
84 太田歯科医院 53-7050 若林西町塚本74

85 おおたに歯科・
こども歯科 28-4618 大林町14-13-11

86 大林歯科・矯正歯科 29-5310 大林町10-8-1
87 加藤歯科医院 52-5077 竹元町二ツ池6-77
88 クラウン歯科 53-3990 吉原町平子34-3
89 こあら歯科 53-8881 若林西町六反ケ坪33
90 甲村歯科堤診療室 52-1230 堤町御茶屋75-1
91 サトウ歯科医院 54-8811 広田町谷口69-3

92 歯列矯正敬愛歯科
クリニック 26-6445 御幸本町2-203

ブルーム山之手205
93 スワ歯科 52-3054 若林西町宮下1
94 たかす歯科 85-8118 中町中前1-1

95 寺田歯科 52-9000 若林東町沖田88-3
富士若林マンションA棟1F

96 ながた歯科医院 24-8841 大林町12-5-11
97 中町歯科 54-1180 中町中郷144-9
98 はなまる歯科 51-3939 若林東町上外根14-8
99 広瀬歯科医院 52-8117 前林町京塚根44-2

100 星ケ丘歯科 55-0155 西岡町星ケ丘264-1
101 みなみ歯科 57-3688 駒新町中通36
102 宮島歯科 28-8411 大林町12-16-11
103 竜神歯科 29-7551 竜神町錦17
104 若林歯科 53-6844 若林東町棚田161-7
猿投・保見・石野地区 市外局番（0565）
105 おざわ歯科クリニック 44-8388 浄水町原山305-1

106 加藤歯科保見ヶ丘
クリニック 48-5200 保見ケ丘1-150

107 かみや歯科クリニック 41-6687 井上町5-85-3
108 近藤歯科医院 45-0102 井上町1-80
109 さくら歯科クリニック 46-2323 貝津町箕輪34-5
110 清水歯科 46-5100 四郷町千田55-3
111 じょうすい歯科クリニック 47-8441 浄水町南平52-2

112 浄水ファミリー歯科
クリニック 44-8585 浄水町南平21-1

113 豊田杉山歯科医院 44-2929 荒井町寿田85-1
114 はだ歯科クリニック 45-0802 越戸町梅盛80-3
115 福岡歯科医院 45-3622 平戸橋町石平76-6
116 保見団地歯科診療所 48-2055 保見ケ丘5-1
117 ますだ歯科 48-8300 東保見町大門65-2

番号 施 設 名 電話番号 住　所
118 みふね小児歯科医院 45-6689 御船町洞口22-2
119 やまだ歯科 45-5541 井上町11-8-17
120 四郷デンタルクリニック 45-9100 四郷町森前114-1
藤岡・小原地区 市外局番（0565）
121 可児歯科医院 65-3003 小原町尾崎855-6
122 たなか歯科 75-1811 西中山町猿田14-6
123 ながい歯科 76-4058 西中山町大田51-4
124 中山歯科クリニック 76-1505 藤岡飯野町辻戸895
125 深見の森歯科 76-6556 深見町岩花1067-39

126 ふじおか小島歯科 76-5800 藤岡飯野町
弥治前607-15

127 みぞうえ歯科 76-0757 深見町常楽998-57
足助・下山・稲武地区 市外局番（0565）
128 安藤歯科医院 82-3555 黒田町仲田357-1
129 荻野歯科医院 90-3567 大沼町新井前西9-7
130 後藤歯科医院 82-2033 武節町屋敷170
131 鈴木歯科医院 62-0344 足助町石橋2-11
132 中野歯科医院 62-1221 足助町西町15-1
133 ひかる歯科 82-3770 黒田町尾知62-3

豊田加茂歯科医師会 歯科医院リスト 令和３年２月現在

TOYOTA CITY

　「食べること」は人間が生きていくために最も基本的で大切なことです。また
楽しく会話したりすることも豊かな生活を送るのに必要なことです。私たち豊
田加茂歯科医師会は、この「食べること」や「会話すること」に必要不可欠な「歯
と口の健康」を守ることを使命として8020運動を推進します。
　豊田加茂歯科医師会の会員は歯科医療・口腔保健を通じて市民の皆さまの

「健康増進」と「生きる力」を支えています。

歯 科 医 療 は「 生きる力を支 える医 療 」

　「食べること」は人間が生きていくために最も基本的で大切なことです。また
楽しく会話したりすることも豊かな生活を送るのに必要なことです。私たち豊
田加茂歯科医師会は、この「食べること」や「会話すること」に必要不可欠な「歯

歯 科 医 療 は「 生きる力を支 える医 療 」歯 科 医 療 は「 生きる力を支 える医 療 」Greeting

詳しい内容につきましては豊田加茂歯科医師会ホームページまたは歯科医師会事務局にお問い合わせください。

　「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動です。20 本以上の歯があれば、食生活
にほぼ満足することができると言われています。そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえ
るように」との願いを込めてこの運動が始まりました。皆さんも、ぜひ「8020」を目指してください。

休日救急診療
　豊田地域医療センターにて日曜・祝日・年
末年始・お盆の時期を対象に休日救急歯科診
療にあたっています。
AM10:00～PM3:00

障がい者施設への健診・保健指導
　障がい者施設を訪問して健診・保健指導を
行うことにより歯科疾病の予防に努めています。

事業所歯科健診
　企業の健康保険組合と連携して事業所歯
科健診を行っています。

歯科訪問診療
　通院困難な方には訪問診療をおこなってい
ます。

豊田市との連携
●豊田市の歯科健診が無料で受けられます。
●成人歯科健康診査
  （20・25・30•35・40・45・50・55・60・65・
　70・75歳になる人）
●妊産婦歯科健康診査
●幼児歯科健康診査（1歳6か月～5歳未満）
豊田加茂歯科医師会の会員診療所は健診実
施指定医療機関となっています。

8020表彰
毎年、8020を達成された方（80歳以上で自分
の歯が20本以上ある方）を表彰しています。

8020（ハチマルニイマル）運動とは？

　1985年に豊田市内で行った調査の結果、自分の歯を10本失うと

固いものが食べ辛くなることが判明。80歳の喪失歯を10本以下に

することを目標にしたことから8020運動が始まりました。

〒471-0062 愛知県豊田市西山町3丁目19番地9　TEL.0565-35-8020
http://toyotakamo.org/

一般社団法人 豊田加茂歯科医師会

豊田市は8020発祥の地

一般社団法人豊田加茂歯科医師会
d e n t a l  a s s o c i a t i o n P156～181の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）
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P000～000の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）

▼病院
みよし市 市外局番（0561）

施 設 名 電話番号 住　所
寿光会中央病院 32-1935 三好町石畑5

豊田市 市外局番（0565）
番号 施 設 名 電話番号 住　所

134 トヨタ記念病院
歯科口腔外科 28-0100 平和町1-1

135 豊田厚生病院
歯科口腔外科 43-5000 浄水町

伊保原500-1

136 豊田新成病院
歯科口腔外科 52-1155 竹元町荒子15

▼病院

みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住　所

ありたけ歯科クリニック 36-6474 三好丘旭3-2-3
いしかわ歯科 34-6611 園原3-8-9
いせ歯科クリニック 34-1021 三好町弥栄96-1
岡本歯科医院 34-3466 三好町平池48-4
おだファミリー歯科クリニック 76-4711 福谷町壱丁田19-1
上栗歯科 32-3810 三好町夕田12-1
後藤歯科 34-4778 東陣取山210-1

柴田歯科医院 34-5555 三好町湯ノ前66-1
湯の前ビル2F

鈴木歯科医院 32-1055 三好町木之本51
スマイル千田歯科 34-8214 打越町上屋敷40-53
田代歯科医院 32-8290 三好町荒池6-4
田中歯科医院 34-6151 打越町三本松30-500
天王台歯科 32-9898 天王台7-8
なかね歯科 33-0330 三好丘2-1-11

成田歯科クリニック 33-3232 三好町青木88 イオン
三好店・アイモール1F

はな歯科こども歯科クリニック 56-8888 福谷町細田1-3
はまさき歯科クリニック 34-5577 三好町夕田81
陽のあたる歯科 76-5526 黒笹町前田2-1
深谷歯科医院 34-1818 明知町小池下31
船越歯科 34-6480 三好町蜂ヶ池9-10
松浦歯科医院 34-4867 三好町新月40-1
松尾歯科 36-1212 福谷町最中14-1

みどりヶ丘歯科医院 36-2107 三好丘緑3-1-1
アールビル2F

三好ヶ丘歯科 36-5234 三好丘 2-4-2

三好セントラル歯科 34-8046 三好町小坂75
三好医療モール2F

番号 施 設 名 電話番号 住　所
挙母地区 市外局番（0565）

1 あいづま歯科・
こども歯科 37-7075 宮町7-159-1

2 あかつき歯科医院 26-1511 田中町5-39-2
3 あだちデンタルクリニック 41-3597 十塚町5-49-1
4 いぐち歯科クリニック 37-8208 高原町4-34-1
5 石黒歯科医院 35-8211 下林町5-44-1
6 岩瀬歯科医院 34-1118 元城町2-28
7 上ころもときわ歯科 31-8241 上挙母3-25
8 エンジェル歯科 29-4618 山之手8-35-1
9 鴻の巣歯科 28-3131 鴻ノ巣町1-14-1

10 岡田歯科クリニック 33-6480 東梅坪町8-5-6
11 小倉歯科医院 27-1252 明和町4-5-10
12 加藤歯科クリニック 33-6661 若宮町1-24-2
13 河合歯科医院 27-8831 水源町1-2-8
14 神田歯科医院 33-2111 神田町2-4-6
15 けやき歯科 41-8855 京町5-1-14
16 小坂加藤歯科 31-3377 小坂町9-53-2
17 小島歯科 34-1991 秋葉町6-6-1
18 挙母矯正歯科 34-1212 下林町2-58-1

19 こんどう矯正歯科 32-8041 若宮町1-8-1
第38オーシャンビル6F

20 近藤歯科医院 28-3100 山之手6-41
21 榊原歯科 34-1500 朝日町1-5-3
22 さかきばら歯科 28-7011 山之手3-14
23 柴田歯科医院 33-6800 陣中町1-18-21

24 新谷歯科医院 31-8874 東新町6-12-6
元町ハイツ2F

25 鈴木歯科医院 32-0502 桜町1-49
26 すみや歯科クリニック 85-8730 若草町3-21-9
27 だいせい歯科医院 35-1800 平芝町2-6-7
28 たかくも歯科医院 32-9211 三軒町8-97

29 竹内佐年デンタル
オフィス 35-7088 錦町1-43

30 塚本歯科医院 31-7871 日之出町2-9-21
31 つづき歯科 27-8080 土橋町7-8-4

32 豊田市こども発達センター
のぞみ診療所 小児歯科 32-8985 西山町2-19

33 とよた歯科医院 32-7568 小坂本町1-9-2
34 永田歯科医院 31-6130 天王町6-25
35 中根歯科 35-3833 栄生町5-47-1

36 服部矯正小児歯科 34-3456 西町6-3-7
KKビル4F

37 花木歯科 28-9090 明和町2-47-1

38 HAL歯科医院
こども歯科 29-6560 今町2-37-1

39 久歯科クリニック 74-1355 丸山町1-54-3

40 ヒル川歯科医院 31-4881 神田町1-1-1
西山地産ビル3F

41 前山台歯科 28-7856 前山町4-12-5
42 丸子歯科 32-3718 東梅坪町8-7-6
43 みずの歯科医院 31-8001 東梅坪町1-4-1
44 みどり歯科クリニック 29-2720 田中町1-119-7
45 緑ヶ丘デンタルクリニック 98-2722 緑ケ丘2-28-5
46 宮上歯科医院 31-3738 宮上町3-60-2
47 三宅矯正歯科クリニック 35-6161 梅坪町1-18-11
48 三宅歯科医院 32-0301 竹生町4-18

49 宮地歯科医院 34-4182 昭和町4-80
須賀ビル1F

50 元町歯科 26-1010 柿本町6-48
51 矢頭歯科医院 33-8814 小坂町3-7
52 山本歯科医院 34-3311 日南町5-25
53 吉田歯科クリニック 41-8022 丸山町3-53-1
高橋・松平地区 市外局番（0565）
54 あおぞら歯科医院 88-7333 市木町4-17-5
55 大澤歯科医院 88-0031 高橋町1-48
56 おぎの歯科医院 58-0648 中垣内町四ツ瀬20
57 川原歯科医院 80-3050 美里2-3-12
58 京ケ峰ファミリー歯科 80-1120 京ケ峰1-10-1

番号 施 設 名 電話番号 住　所

59 ぜんなみデンタル
クリニック 89-0588 高上1-22-10

60 大正ファミリー歯科 88-0010 五ケ丘1-2-4
61 土井歯科医院 80-6552 志賀町栃本737-1
62 外山歯科 89-2324 野見町11-64
63 豊田キッズファミリー歯科 41-6902 上野町6-105-15
64 豊田第一歯科 89-2055 高上2-1-1

65 なかおか歯科
こども歯科 87-3718 渋谷町3-980-18-1

66 福岡歯科医院 80-7757 泉町3-6-9
67 ふじさわ歯科 89-2151 美里6-8-10及11
68 藤歯科医院 58-1177 松平志賀町丸山38-1
69 松森歯科 80-2233 泉町2-6-2
70 みずこし歯科 50-2171 上野町4-6-6
上郷地区 市外局番（0565）
71 上杉歯科医院 71-1717 永覚新町3-48
72 永覚歯科クリニック 27-9711 永覚新町1-49-1
73 岡田歯科医院 21-6226 畝部東町中切114
74 佐々木歯科 21-5555 和会町山神東分7-3
75 寿恵野歯科 25-8241 鴛鴨町畔畑117-3
76 すぎやま歯科 21-5161 畝部西町伍位204
77 服部歯科医院 27-1780 渡刈町6-52-1
78 みこしば歯科医院 21-2260 上郷町5-14-10
79 みのる歯科クリニック 85-7123 和会町木ノ前1-1
80 村上歯科医院 21-1234 上郷町3-8-7
高岡地区 市外局番（0565）
81 いざわ歯科 51-3154 吉原町宮里9-1
82 井戸田歯科医院 53-7220 高岡本町南85-2
83 大島歯科医院 53-4141 大島町栄93
84 太田歯科医院 53-7050 若林西町塚本74

85 おおたに歯科・
こども歯科 28-4618 大林町14-13-11

86 大林歯科・矯正歯科 29-5310 大林町10-8-1
87 加藤歯科医院 52-5077 竹元町二ツ池6-77
88 クラウン歯科 53-3990 吉原町平子34-3
89 こあら歯科 53-8881 若林西町六反ケ坪33
90 甲村歯科堤診療室 52-1230 堤町御茶屋75-1
91 サトウ歯科医院 54-8811 広田町谷口69-3

92 歯列矯正敬愛歯科
クリニック 26-6445 御幸本町2-203

ブルーム山之手205
93 スワ歯科 52-3054 若林西町宮下1
94 たかす歯科 85-8118 中町中前1-1

95 寺田歯科 52-9000 若林東町沖田88-3
富士若林マンションA棟1F

96 ながた歯科医院 24-8841 大林町12-5-11
97 中町歯科 54-1180 中町中郷144-9
98 はなまる歯科 51-3939 若林東町上外根14-8
99 広瀬歯科医院 52-8117 前林町京塚根44-2

100 星ケ丘歯科 55-0155 西岡町星ケ丘264-1
101 みなみ歯科 57-3688 駒新町中通36
102 宮島歯科 28-8411 大林町12-16-11
103 竜神歯科 29-7551 竜神町錦17
104 若林歯科 53-6844 若林東町棚田161-7
猿投・保見・石野地区 市外局番（0565）
105 おざわ歯科クリニック 44-8388 浄水町原山305-1

106 加藤歯科保見ヶ丘
クリニック 48-5200 保見ケ丘1-150

107 かみや歯科クリニック 41-6687 井上町5-85-3
108 近藤歯科医院 45-0102 井上町1-80
109 さくら歯科クリニック 46-2323 貝津町箕輪34-5
110 清水歯科 46-5100 四郷町千田55-3
111 じょうすい歯科クリニック 47-8441 浄水町南平52-2

112 浄水ファミリー歯科
クリニック 44-8585 浄水町南平21-1

113 豊田杉山歯科医院 44-2929 荒井町寿田85-1
114 はだ歯科クリニック 45-0802 越戸町梅盛80-3
115 福岡歯科医院 45-3622 平戸橋町石平76-6
116 保見団地歯科診療所 48-2055 保見ケ丘5-1
117 ますだ歯科 48-8300 東保見町大門65-2

番号 施 設 名 電話番号 住　所
118 みふね小児歯科医院 45-6689 御船町洞口22-2
119 やまだ歯科 45-5541 井上町11-8-17
120 四郷デンタルクリニック 45-9100 四郷町森前114-1
藤岡・小原地区 市外局番（0565）
121 可児歯科医院 65-3003 小原町尾崎855-6
122 たなか歯科 75-1811 西中山町猿田14-6
123 ながい歯科 76-4058 西中山町大田51-4
124 中山歯科クリニック 76-1505 藤岡飯野町辻戸895
125 深見の森歯科 76-6556 深見町岩花1067-39

126 ふじおか小島歯科 76-5800 藤岡飯野町
弥治前607-15

127 みぞうえ歯科 76-0757 深見町常楽998-57
足助・下山・稲武地区 市外局番（0565）
128 安藤歯科医院 82-3555 黒田町仲田357-1
129 荻野歯科医院 90-3567 大沼町新井前西9-7
130 後藤歯科医院 82-2033 武節町屋敷170
131 鈴木歯科医院 62-0344 足助町石橋2-11
132 中野歯科医院 62-1221 足助町西町15-1
133 ひかる歯科 82-3770 黒田町尾知62-3

豊田加茂歯科医師会 歯科医院リスト 令和３年２月現在

TOYOTA CITY

　「食べること」は人間が生きていくために最も基本的で大切なことです。また
楽しく会話したりすることも豊かな生活を送るのに必要なことです。私たち豊
田加茂歯科医師会は、この「食べること」や「会話すること」に必要不可欠な「歯
と口の健康」を守ることを使命として8020運動を推進します。
　豊田加茂歯科医師会の会員は歯科医療・口腔保健を通じて市民の皆さまの

「健康増進」と「生きる力」を支えています。

歯 科 医 療 は「 生きる力を支 える医 療 」Greeting

詳しい内容につきましては豊田加茂歯科医師会ホームページまたは歯科医師会事務局にお問い合わせください。

　「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動です。20 本以上の歯があれば、食生活
にほぼ満足することができると言われています。そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえ
るように」との願いを込めてこの運動が始まりました。皆さんも、ぜひ「8020」を目指してください。

休日救急診療
　豊田地域医療センターにて日曜・祝日・年
末年始・お盆の時期を対象に休日救急歯科診
療にあたっています。
AM10:00～PM3:00

障がい者施設への健診・保健指導
　障がい者施設を訪問して健診・保健指導を
行うことにより歯科疾病の予防に努めています。

事業所歯科健診
　企業の健康保険組合と連携して事業所歯
科健診を行っています。

歯科訪問診療
　通院困難な方には訪問診療をおこなってい
ます。

豊田市との連携
●豊田市の歯科健診が無料で受けられます。
●成人歯科健康診査
  （20・25・30•35・40・45・50・55・60・65・
　70・75歳になる人）
●妊産婦歯科健康診査
●幼児歯科健康診査（1歳6か月～5歳未満）
豊田加茂歯科医師会の会員診療所は健診実
施指定医療機関となっています。

8020表彰
毎年、8020を達成された方（80歳以上で自分
の歯が20本以上ある方）を表彰しています。

8020（ハチマルニイマル）運動とは？

　1985年に豊田市内で行った調査の結果、自分の歯を10本失うと

固いものが食べ辛くなることが判明。80歳の喪失歯を10本以下に

することを目標にしたことから8020運動が始まりました。

〒471-0062 愛知県豊田市西山町3丁目19番地9　TEL.0565-35-8020
http://toyotakamo.org/

一般社団法人 豊田加茂歯科医師会

豊田市は8020発祥の地

一般社団法人豊田加茂歯科医師会
d e n t a l  a s s o c i a t i o n P156～181の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）
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P000～000の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）P156～181の地図をあわせてご覧ください（番号を地図に表記しています）

みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住 所

青木薬局 34-2433 三好町中島3
あかり薬局 34-2555 三好町中島67-5
イオン薬局 三好店 34-7295 三好町青木91
うちこし薬局 34-5666 打越町島ノ山92-2
エムハート薬局
そのはら店 33-2365 園原4-1-3

エムハート薬局
みよし店 33-1656 三好町小坂75

三好医療モール1F
えびす薬局 36-3033 三好丘7-5-7
おざわ薬局 32-0069 福田町屋敷浦58
げんき堂薬局
三好ヶ丘店 33-0081 福谷町壱丁田1-5

健康館三好中央 32-3245 三好町上153-5
さん調剤薬局 32-8187 三好町井ノ花65-1
スギ薬局三好ヶ丘店 33-0670 三好丘5-1-5
太陽堂薬局 33-0517 三好丘2-4-1
たんぽぽ薬局 みよし店 34-3781 福田町碁盤田2-3
V・drug 三好中央薬局 33-5600 三好町上ヶ池14-7
ファーマライズ薬局
みよし店 33-2771 三好町中島29-1

まんてん調剤薬局 33-3855 三好町中島55-7
弥栄調剤薬局 33-5602 三好町弥栄11-4
薬局森のくすりやさん 33-5300 三好町中島112-1

■ の薬局は、病院・診療所・歯科医院でもらった
処方せんの薬の受け取れる『処方せん受付保険薬
局』の表示があるお店です。

豊田加茂薬剤師会 薬局・薬店リスト 令和３年２月現在

番号 施 設 名 電話番号 住 所
挙母地区 市外局番（0565）
1 アイン薬局 豊田小坂店 37-1866 小坂町7-66-3

2 あおい調剤薬局 36-3107 本新町7-48-6
ほっとかん1F

3 朝日薬局 梅坪店 36-5432 東梅坪町8-82-4
4 朝日薬局 栄生町店 36-0203 栄生町5-8-2

5 朝日薬局
豊田市駅店 32-0148 若宮町1-8-4

加藤ビル1階

6 イオン薬局
イオンスタイル豊田 37-9220 広路町1-1 イオン

スタイル豊田2F
7 ウメムラ薬局 32-0027 竹生町4-1

8 エムハート薬局
こざかほんまち店 35-0366 小坂本町4-6-2

サン･シィダー1F
9 オリーブ薬局 37-3450 西町4-26-2

10 オレンジ薬局 36-5100 西町6-7-1

11 かりん薬局
豊田今町調剤センター 42-5531 今町6-27-1

12 キュア・ファーマ 35-9898 下市場町6-1-3
13 グッドライフファーマシー 25-3155 平和町1-66

14 グッドライフファーマシー
水源公園店 77-2955 水源町6-4-1

15 コスモス薬局 37-8283 秋葉町1-25-3
16 ことぶきや薬局 27-3610 寿町2-14-1

17 ころも薬局 36-6360 神田町1-5-5
パーク神田1階

18 さくら調剤薬局 36-0502 長興寺10-40-1
19 スギ薬局 梅坪店 35-6338 京町3-102-3
20 スギ薬局 神田店 37-7531 神田町2-3-2
21 スギ薬局 深田店 25-3589 深田町1-55-1
22 スギ薬局 宮町店 35-7151 宮町5-56-1

23 スギ薬局
メグリア朝日店 36-0866 朝日町1-6-1

メグリア朝日店内

24 スギ薬局
メグリアエムパーク店 74-2010 前山町1-26

25 スギ薬局 元宮店 36-0160 元宮町5-26-1
26 スギ薬局 山之手店 71-5525 山之手7-77-1
27 スギ薬局 陣中店 85-8810 陣中町2-14-3
28 スギヤマ薬局 陣中店 63-5761 陣中町2-1-1
29 スワ薬局 35-0888 長興寺10-60-1
30 タウン調剤薬局 27-8800 山之手3-94 吉野ビル1階

31 たんぽぽ薬局
豊田センター店 31-2561 若草町3-25

32 でめきん薬局 28-9022 柿本町6-21-3

33 トヨタ生協
メグリア本部店薬局 28-9276 山之手8-92

トヨタ生協本店
34 豊田調剤薬局 梅坪店 41-6403 京町4-8-11
35 トヨミ薬局 新豊田店 35-3470 小坂本町1-16
36 トヨミ薬局 33-0405 喜多町2-170 KITARA105
37 どんぐり薬局 37-3333 小川町4-49

38 ナイトウ薬品 33-8037 喜多町3-72
十一屋ビル1階

39 中野薬局 28-0633 平山町6-49
40 はなまる調剤薬局 42-5521 司町5-12-3
41 ハロー薬局豊田店 35-2071 日南町5-47-7
42 東うめつぼ薬局 37-7593 東梅坪町2-4-6
43 ヒノデ薬局 33-1564 朝日町4-27

44 ヘルスバンクヤナセ
薬局 前山店 47-0110 前山町3-9-1

45 ホンダ薬局 32-1946 桜町1-83
46 三浦薬局 31-2940 小坂本町1-9-3
47 みさと薬局 42-2846 十塚町3-5
48 ミズタ薬局 27-3869 平山町1-1-4
49 みらい薬局 33-3605 梅坪町6-2-1

50 メグリア調剤薬局
今町店 29-8020 今町2-69-3

51 メグリア調剤薬局
トヨタ記念病院前店 27-0093 平山町2-14-6

52 ヤナセ薬局 田中店 85-8700 田中町5-38-21
53 ヤナセ薬局 丸山店 41-3477 丸山町3-19-2
54 山之手薬局 42-8680 丸山町8-35-7

55 ゆう調剤薬局 32-9990 喜多町3-80
クラウンハイツ1F

56 ライフ調剤薬局 74-0516 山之手5-123
57 わかみや調剤薬局 37-9060 若宮町3-12

番号 施 設 名 電話番号 住 所
高橋・松平地区 市外局番（0565）
58 アイセイ薬局 豊田東山店 87-1071 東山町6-1084-6
59 あんず薬局 87-3330 高上2-1-1
60 梅ケ枝屋薬局 58-0163 岩倉町柿田44-2

61 くるみ調剤薬局
とよた店 41-4057 高上1-13-10

62 くるみ調剤薬局
とよた東山店 80-0655 東山町1-5-7

高橋ビル1F
63 黒野薬品 80-3265 高上2-1-1
64 サンサン薬局野見店 88-1100 野見町11-92-2
65 スギ薬局 豊田高上店 41-8195 高上1-15-5
66 スギ薬局 美里店 87-3571 美里5-10-6
67 スギヤマ薬局 野見山店 85-8871 泉町2-28
68 スギヤマ薬局 美里店 87-3061 広川町10-55-1
69 すずらん薬局 87-4789 野見町5-146-2
70 豊田調剤薬局 みたち店 63-5528 御立町8-53

71 ナンブ薬局
美里調剤センター 87-1848 広川町9-94

72 ハダ薬局 高橋店 42-2766 高橋町1-67-3
73 まみや調剤薬局 豊田店 88-0090 泉町2-40-1
74 ライフ調剤薬局 東山店 88-1180 東山町2-2-1
上郷地区 市外局番（0565）
75 あげはちょうざい薬局 74-0086 鴛鴨町向山173-3

76 天野薬局 21-5375 上郷町5-16-5
青山ビル

77 エルブ調剤薬局 上郷店 85-7000 和会町稲葉28-2
78 川合薬局 28-3783 永覚新町1-12-1

79 くるみ調剤薬局
とよた東店 42-7513 鴛鴨町

小畔屋敷129-2
80 そら豆薬局 21-8633 和会町稲葉40

81 ナンブ薬局うねべ店 25-0223 畝部東町
西丹波15-6

82 ハーブ調剤薬局 25-0630 広美町上之切35-6
83 深津薬局 21-2551 幸町下郷中9-1

84 ヘルスバンクヤナセ
東海調剤薬局 うねべ店 25-0511 畝部西町

城ケ堀37-3
85 ヘルスファーマシィはる 21-5599 上郷町4-10-7

86 ヤナセ東海調剤薬局
ひがし豊栄店 28-6112 豊栄町10-61-2

87 ヤナセ東海調剤薬局
豊栄店 29-7102 豊栄町11-90-1

高岡地区 市外局番（0565）
88 キョーワ薬局豊田西店 51-3507 前林町陣田85-2
89 くすりのヤナセ本店 29-5670 御幸本町1-244

90 くるみ調剤薬局
とよた本町店 42-5693 本町高根14-2

91 健康堂薬局 52-3303 若林西町
六反ケ坪65-2

92 さくら薬局 41-7395 竜神町錦19-1

93 ジップファーマシー
白沢 若林薬局 54-1600 若林西町象面178

94 スギ薬局 竹村店 51-0105 竹元町上の山下1
95 すみれ薬局 51-1200 広田町西山76-2
96 ダイキ薬局 駒場店 57-3339 駒場町南94
97 V・drug 豊田大林薬局 25-1585 大林町17-7-1
98 ハロー薬局 豊田竜神店 25-2921 竜神町竜神23-2
99 ひまわり堂薬局 52-4081 花園町井田103-6

100 ふれあい薬局
豊田宝町店 74-0444 宝町津花107-3

101 ふれあい薬局
御幸本町店 47-4123 御幸本町3-88

102 ヘルスバンク東海
調剤薬局 星ヶ丘店 51-1515 西岡町星ケ丘1-1

103 ヘルスファーマシィ
タカキ 大林店 28-8456 御幸本町5-310-5

104 三宅薬局 ながおか店 53-9009 中根町永丘12-2
105 メープル調剤薬局 25-3737 竜神町錦17-3

106 メグリア調剤薬局
大林店 28-3110 大林町10-23-3

107 レモン薬局
豊田若林店 51-5700 若林東町

宮間15-21
猿投地区 市外局番（0565）

108 あいち調剤薬局
平戸橋駅前店 46-6688 平戸橋町石平72

番号 施 設 名 電話番号 住 所
109 浦野薬局 45-0131 四郷町東畑311
110 おはよう調剤薬局 45-4601 四郷町千田64-2

111 クオール薬局
豊田さなげ店 46-9789 猿投町入道12-1

112 スギ薬局 青木店 46-9151 青木町1-70-18

113 ナンブ薬局
青木調剤センター 46-9500 青木町4-35-1

114 ハダ薬局 荒井店 46-8536 荒井町松島366-1

115 ブライト調剤薬局
井上店 45-7678 井上町10-1-43

116 ヘルスバンクヤナセ
東海調剤薬局 四郷店 43-2131 四郷町森前137-1

117 ヤナセ薬局 土橋店 42-2211 曙町2-29-3
118 山口漢方薬局 44-0769 青木町2-61-40
保見地区 市外局番（0565）
119 加藤薬品 48-8143 保見町起間120-1
120 キョーワ薬局 上豊田店 41-3230 大清水町大清水84-1
121 しずか薬局 大清水店 46-9100 大清水町原山108-5

122 スギヤマ薬局
豊田浄水店 46-9921 浄水町

伊保原459-1

123 センター調剤薬局
豊田厚生病院前店 46-7331 浄水町

伊保原481-1

124 V・drug 浄水薬局 46-8335 浄水特定土地区
画整理地208B5L

125 調剤薬局しらき 48-6400 浄水町伊保原423-3
126 ハーブ調剤薬局 保見店 43-3085 保見町横山125-4
127 マイ調剤薬局 浄水店 46-6260 浄水町南平55

128 メグリア調剤薬局
浄水店 46-8125 浄水土地区画整理地内

240ブロック5-2
129 ヤナセ薬局 保見店 43-1250 東保見町大門65-1
130 ユニコーン薬局 47-1189 伊保町下川原97
足助・稲武・下山地区 市外局番（0565）

131 アイセイ薬局
豊田大沼店 91-0800 大沼町

新井前東86-1
132 安藤薬局 82-3022 稲武町寺下12-6
133 梅ヶ枝屋 62-0111 足助町新町4
134 昭和堂薬局 62-0173 足助町石橋6
藤岡地区 市外局番（0565）

135 薬のひまわり 76-2565 藤岡飯野町
神田242-2

136 スギ薬局 藤岡店 75-3160 西中山町牛田63-1

137 ぽぷり薬局
ふじおか店 75-3023 西中山町

牛田63-35

138 もちの木薬局
豊田藤岡店 75-2130 藤岡飯野町

二反田445一般社団法人 豊田加茂薬剤師会
P h a r m a c i s t  A s s o c i a t i o n

　お薬に関すること、ご家族の健康に関すること、自宅での療養・介護
に関することなどを気軽に相談できて、安心してくらしていただけるよう
「かかりつけ薬局（薬剤師）」をお持ち下さい。

　病院や診療所で診察を受ける時や、薬局で病院のお薬をもらう時に重複や飲み合せ、体
に合ったお薬であるか調べます。また、薬局で市販薬を購入するときも、確認します。地震な
どの災害時にも『おくすり手帳』があると強い味方になります。

「おくすり手帳」を何冊も持っている方は、
一冊にまとめましょう！

「おくすり手帳」を持ちましょう！！

□ 健康食品やサプリメントなどと医薬品の併用のチェック

□ 二カ所以上の病院や診療所からの薬の重複のチェック

□ 残っているお薬のチェック

　私たち薬剤師は、薬局・病院などにおいて、それぞれ薬剤師としての
職能を活かして、市民の皆さまに、安心・安全をお届けし健康なくらし
を応援しています。

かかりつけ薬局（薬剤師）を持ちましょう！

ごあいさつ

　私たち薬剤師は、薬局・病院などにおいて、それぞれ薬剤師としての
職能を活かして、市民の皆さまに、安心・安全をお届けし健康なくらし
を応援しています。

ごあいさつごあいさつGreeting

TOYOTA CITY

☎090-3482-2173
あんしん電話（お薬相談）24時間受付

一般社団法人 豊田加茂薬剤師会

一般社団法人豊田加茂薬剤師会
p h a r m a c i s t  a s s o c i a t i o n
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みよし市 市外局番（0561）
施 設 名 電話番号 住 所

青木薬局 34-2433 三好町中島3
あかり薬局 34-2555 三好町中島67-5
イオン薬局 三好店 34-7295 三好町青木91
うちこし薬局 34-5666 打越町島ノ山92-2
エムハート薬局
そのはら店 33-2365 園原4-1-3

エムハート薬局
みよし店 33-1656 三好町小坂75

三好医療モール1F
えびす薬局 36-3033 三好丘7-5-7
おざわ薬局 32-0069 福田町屋敷浦58
げんき堂薬局
三好ヶ丘店 33-0081 福谷町壱丁田1-5

健康館三好中央 32-3245 三好町上153-5
さん調剤薬局 32-8187 三好町井ノ花65-1
スギ薬局三好ヶ丘店 33-0670 三好丘5-1-5
太陽堂薬局 33-0517 三好丘2-4-1
たんぽぽ薬局 みよし店 34-3781 福田町碁盤田2-3
V・drug 三好中央薬局 33-5600 三好町上ヶ池14-7
ファーマライズ薬局
みよし店 33-2771 三好町中島29-1

まんてん調剤薬局 33-3855 三好町中島55-7
弥栄調剤薬局 33-5602 三好町弥栄11-4
薬局森のくすりやさん 33-5300 三好町中島112-1

■ の薬局は、病院・診療所・歯科医院でもらった
処方せんの薬の受け取れる『処方せん受付保険薬
局』の表示があるお店です。

豊田加茂薬剤師会 薬局・薬店リスト 令和３年２月現在

番号 施 設 名 電話番号 住 所
挙母地区 市外局番（0565）
1 アイン薬局 豊田小坂店 37-1866 小坂町7-66-3

2 あおい調剤薬局 36-3107 本新町7-48-6
ほっとかん1F

3 朝日薬局 梅坪店 36-5432 東梅坪町8-82-4
4 朝日薬局 栄生町店 36-0203 栄生町5-8-2

5 朝日薬局
豊田市駅店 32-0148 若宮町1-8-4

加藤ビル1階

6 イオン薬局
イオンスタイル豊田 37-9220 広路町1-1 イオン

スタイル豊田2F
7 ウメムラ薬局 32-0027 竹生町4-1

8 エムハート薬局
こざかほんまち店 35-0366 小坂本町4-6-2

サン･シィダー1F
9 オリーブ薬局 37-3450 西町4-26-2

10 オレンジ薬局 36-5100 西町6-7-1

11 かりん薬局
豊田今町調剤センター 42-5531 今町6-27-1

12 キュア・ファーマ 35-9898 下市場町6-1-3
13 グッドライフファーマシー 25-3155 平和町1-66

14 グッドライフファーマシー
水源公園店 77-2955 水源町6-4-1

15 コスモス薬局 37-8283 秋葉町1-25-3
16 ことぶきや薬局 27-3610 寿町2-14-1

17 ころも薬局 36-6360 神田町1-5-5
パーク神田1階

18 さくら調剤薬局 36-0502 長興寺10-40-1
19 スギ薬局 梅坪店 35-6338 京町3-102-3
20 スギ薬局 神田店 37-7531 神田町2-3-2
21 スギ薬局 深田店 25-3589 深田町1-55-1
22 スギ薬局 宮町店 35-7151 宮町5-56-1

23 スギ薬局
メグリア朝日店 36-0866 朝日町1-6-1

メグリア朝日店内

24 スギ薬局
メグリアエムパーク店 74-2010 前山町1-26

25 スギ薬局 元宮店 36-0160 元宮町5-26-1
26 スギ薬局 山之手店 71-5525 山之手7-77-1
27 スギ薬局 陣中店 85-8810 陣中町2-14-3
28 スギヤマ薬局 陣中店 63-5761 陣中町2-1-1
29 スワ薬局 35-0888 長興寺10-60-1
30 タウン調剤薬局 27-8800 山之手3-94 吉野ビル1階

31 たんぽぽ薬局
豊田センター店 31-2561 若草町3-25

32 でめきん薬局 28-9022 柿本町6-21-3

33 トヨタ生協
メグリア本部店薬局 28-9276 山之手8-92

トヨタ生協本店
34 豊田調剤薬局 梅坪店 41-6403 京町4-8-11
35 トヨミ薬局 新豊田店 35-3470 小坂本町1-16
36 トヨミ薬局 33-0405 喜多町2-170 KITARA105
37 どんぐり薬局 37-3333 小川町4-49

38 ナイトウ薬品 33-8037 喜多町3-72
十一屋ビル1階

39 中野薬局 28-0633 平山町6-49
40 はなまる調剤薬局 42-5521 司町5-12-3
41 ハロー薬局豊田店 35-2071 日南町5-47-7
42 東うめつぼ薬局 37-7593 東梅坪町2-4-6
43 ヒノデ薬局 33-1564 朝日町4-27

44 ヘルスバンクヤナセ
薬局 前山店 47-0110 前山町3-9-1

45 ホンダ薬局 32-1946 桜町1-83
46 三浦薬局 31-2940 小坂本町1-9-3
47 みさと薬局 42-2846 十塚町3-5
48 ミズタ薬局 27-3869 平山町1-1-4
49 みらい薬局 33-3605 梅坪町6-2-1

50 メグリア調剤薬局
今町店 29-8020 今町2-69-3

51 メグリア調剤薬局
トヨタ記念病院前店 27-0093 平山町2-14-6

52 ヤナセ薬局 田中店 85-8700 田中町5-38-21
53 ヤナセ薬局 丸山店 41-3477 丸山町3-19-2
54 山之手薬局 42-8680 丸山町8-35-7

55 ゆう調剤薬局 32-9990 喜多町3-80
クラウンハイツ1F

56 ライフ調剤薬局 74-0516 山之手5-123
57 わかみや調剤薬局 37-9060 若宮町3-12

番号 施 設 名 電話番号 住 所
高橋・松平地区 市外局番（0565）
58 アイセイ薬局 豊田東山店 87-1071 東山町6-1084-6
59 あんず薬局 87-3330 高上2-1-1
60 梅ケ枝屋薬局 58-0163 岩倉町柿田44-2

61 くるみ調剤薬局
とよた店 41-4057 高上1-13-10

62 くるみ調剤薬局
とよた東山店 80-0655 東山町1-5-7

高橋ビル1F
63 黒野薬品 80-3265 高上2-1-1
64 サンサン薬局野見店 88-1100 野見町11-92-2
65 スギ薬局 豊田高上店 41-8195 高上1-15-5
66 スギ薬局 美里店 87-3571 美里5-10-6
67 スギヤマ薬局 野見山店 85-8871 泉町2-28
68 スギヤマ薬局 美里店 87-3061 広川町10-55-1
69 すずらん薬局 87-4789 野見町5-146-2
70 豊田調剤薬局 みたち店 63-5528 御立町8-53

71 ナンブ薬局
美里調剤センター 87-1848 広川町9-94

72 ハダ薬局 高橋店 42-2766 高橋町1-67-3
73 まみや調剤薬局 豊田店 88-0090 泉町2-40-1
74 ライフ調剤薬局 東山店 88-1180 東山町2-2-1
上郷地区 市外局番（0565）
75 あげはちょうざい薬局 74-0086 鴛鴨町向山173-3

76 天野薬局 21-5375 上郷町5-16-5
青山ビル

77 エルブ調剤薬局 上郷店 85-7000 和会町稲葉28-2
78 川合薬局 28-3783 永覚新町1-12-1

79 くるみ調剤薬局
とよた東店 42-7513 鴛鴨町

小畔屋敷129-2
80 そら豆薬局 21-8633 和会町稲葉40

81 ナンブ薬局うねべ店 25-0223 畝部東町
西丹波15-6

82 ハーブ調剤薬局 25-0630 広美町上之切35-6
83 深津薬局 21-2551 幸町下郷中9-1

84 ヘルスバンクヤナセ
東海調剤薬局 うねべ店 25-0511 畝部西町

城ケ堀37-3
85 ヘルスファーマシィはる 21-5599 上郷町4-10-7

86 ヤナセ東海調剤薬局
ひがし豊栄店 28-6112 豊栄町10-61-2

87 ヤナセ東海調剤薬局
豊栄店 29-7102 豊栄町11-90-1

高岡地区 市外局番（0565）
88 キョーワ薬局豊田西店 51-3507 前林町陣田85-2
89 くすりのヤナセ本店 29-5670 御幸本町1-244

90 くるみ調剤薬局
とよた本町店 42-5693 本町高根14-2

91 健康堂薬局 52-3303 若林西町
六反ケ坪65-2

92 さくら薬局 41-7395 竜神町錦19-1

93 ジップファーマシー
白沢 若林薬局 54-1600 若林西町象面178

94 スギ薬局 竹村店 51-0105 竹元町上の山下1
95 すみれ薬局 51-1200 広田町西山76-2
96 ダイキ薬局 駒場店 57-3339 駒場町南94
97 V・drug 豊田大林薬局 25-1585 大林町17-7-1
98 ハロー薬局 豊田竜神店 25-2921 竜神町竜神23-2
99 ひまわり堂薬局 52-4081 花園町井田103-6

100 ふれあい薬局
豊田宝町店 74-0444 宝町津花107-3

101 ふれあい薬局
御幸本町店 47-4123 御幸本町3-88

102 ヘルスバンク東海
調剤薬局 星ヶ丘店 51-1515 西岡町星ケ丘1-1

103 ヘルスファーマシィ
タカキ 大林店 28-8456 御幸本町5-310-5

104 三宅薬局 ながおか店 53-9009 中根町永丘12-2
105 メープル調剤薬局 25-3737 竜神町錦17-3

106 メグリア調剤薬局
大林店 28-3110 大林町10-23-3

107 レモン薬局
豊田若林店 51-5700 若林東町

宮間15-21
猿投地区 市外局番（0565）

108 あいち調剤薬局
平戸橋駅前店 46-6688 平戸橋町石平72

番号 施 設 名 電話番号 住 所
109 浦野薬局 45-0131 四郷町東畑311
110 おはよう調剤薬局 45-4601 四郷町千田64-2

111 クオール薬局
豊田さなげ店 46-9789 猿投町入道12-1

112 スギ薬局 青木店 46-9151 青木町1-70-18

113 ナンブ薬局
青木調剤センター 46-9500 青木町4-35-1

114 ハダ薬局 荒井店 46-8536 荒井町松島366-1

115 ブライト調剤薬局
井上店 45-7678 井上町10-1-43

116 ヘルスバンクヤナセ
東海調剤薬局 四郷店 43-2131 四郷町森前137-1

117 ヤナセ薬局 土橋店 42-2211 曙町2-29-3
118 山口漢方薬局 44-0769 青木町2-61-40
保見地区 市外局番（0565）
119 加藤薬品 48-8143 保見町起間120-1
120 キョーワ薬局 上豊田店 41-3230 大清水町大清水84-1
121 しずか薬局 大清水店 46-9100 大清水町原山108-5

122 スギヤマ薬局
豊田浄水店 46-9921 浄水町

伊保原459-1

123 センター調剤薬局
豊田厚生病院前店 46-7331 浄水町

伊保原481-1

124 V・drug 浄水薬局 46-8335 浄水特定土地区
画整理地208B5L

125 調剤薬局しらき 48-6400 浄水町伊保原423-3
126 ハーブ調剤薬局 保見店 43-3085 保見町横山125-4
127 マイ調剤薬局 浄水店 46-6260 浄水町南平55

128 メグリア調剤薬局
浄水店 46-8125 浄水土地区画整理地内

240ブロック5-2
129 ヤナセ薬局 保見店 43-1250 東保見町大門65-1
130 ユニコーン薬局 47-1189 伊保町下川原97
足助・稲武・下山地区 市外局番（0565）

131 アイセイ薬局
豊田大沼店 91-0800 大沼町

新井前東86-1
132 安藤薬局 82-3022 稲武町寺下12-6
133 梅ヶ枝屋 62-0111 足助町新町4
134 昭和堂薬局 62-0173 足助町石橋6
藤岡地区 市外局番（0565）

135 薬のひまわり 76-2565 藤岡飯野町
神田242-2

136 スギ薬局 藤岡店 75-3160 西中山町牛田63-1

137 ぽぷり薬局
ふじおか店 75-3023 西中山町

牛田63-35

138 もちの木薬局
豊田藤岡店 75-2130 藤岡飯野町

二反田445一般社団法人 豊田加茂薬剤師会
P h a r m a c i s t  A s s o c i a t i o n

　お薬に関すること、ご家族の健康に関すること、自宅での療養・介護
に関することなどを気軽に相談できて、安心してくらしていただけるよう
「かかりつけ薬局（薬剤師）」をお持ち下さい。

　病院や診療所で診察を受ける時や、薬局で病院のお薬をもらう時に重複や飲み合せ、体
に合ったお薬であるか調べます。また、薬局で市販薬を購入するときも、確認します。地震な
どの災害時にも『おくすり手帳』があると強い味方になります。

「おくすり手帳」を何冊も持っている方は、
一冊にまとめましょう！

「おくすり手帳」を持ちましょう！！

□ 健康食品やサプリメントなどと医薬品の併用のチェック

□ 二カ所以上の病院や診療所からの薬の重複のチェック

□ 残っているお薬のチェック

　私たち薬剤師は、薬局・病院などにおいて、それぞれ薬剤師としての
職能を活かして、市民の皆さまに、安心・安全をお届けし健康なくらし
を応援しています。

かかりつけ薬局（薬剤師）を持ちましょう！

ごあいさつGreeting

TOYOTA CITY

☎090-3482-2173
あんしん電話（お薬相談）24時間受付

一般社団法人 豊田加茂薬剤師会

一般社団法人豊田加茂薬剤師会
p h a r m a c i s t  a s s o c i a t i o n
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豊田市の身近な動物病院・診療所 令和3年2月現在

地域区分 医療機関名 電話番号 所在地

北　部

あすけ動物病院 62-2277 井ノ口町グミガイリ12-15
くらち動物病院 46-1977 上原町西山119-2
さなげ動物病院 45-8099 花本町宇津木222
ふじおか動物病院 76-7079 深見町常楽997-199

中 部

岩滝動物病院 33-0223 小坂本町1-7-13
おざわどうぶつ病院 35-9977 東梅坪町8-3-9
かず動物病院 33-2011 神田町1-4-6
かなくぼ動物病院 32-3912 朝日町7-39
土屋動物病院 33-2300 司町2-9-5
森田動物病院 71-1733 平山町5-4-5

東 部

大河原家畜診療所 090-7309-2611 大沼町大伏上6
小林獣医科病院 80-5733 泉町1-3-11
正木獣医科医院 89-2600 上野町6-105-1
山本動物病院 80-6878 広川町7-94-12
よこい動物クリニック 88-4970 美里6-7-5

南　部

いながき獣医科医院 53-7133 前林町行田40-2
いわさ動物病院 21-9393 和会町南屋敷9-1
つちはし動物クリニック 41-6663 深田町3-61-1
ほうなん動物病院 71-2043 河合町2-19-2
ふかつ動物病院 24-7788 渡刈町3-113-3
ゆう動物病院 74-0321 大林町14-11-6

豊田市開業獣医師会

　豊田市開業獣医師会は、人と動物が安心して共生出来る豊かな社会づくりへの貢献を目指して設立さ
れ、現在では豊田市内で開業している21の動物病院により構成されています。
　今までに、子供の情操教育の一助としてウサギなどの学校飼育動物の治療、また盲導犬育成の助成と
して予防接種や健康診断・治療などを無償にて実施してきました。
　そして近年では行政と共働して、人と動物の共通感染症に関する事業・学校飼育動物の治療・飼育指
導・野生動物の保護活動・地域猫の不妊手術支援、動物フェスティバル
の開催など様々な事業を行っています。
　当会では、これからも人と動物の絆を深め、人と動物が住みやすい
街づくりのお役に立ちたいと考えております。
　豊田市開業獣医師会では、人と動物が住みやすい街づくりを目指
し、以下のような活動を行っております。

ごあいさつ

　豊田市開業獣医師会は、人と動物が安心して共生出来る豊かな社会づくりへの貢献を目指して設立さ
れ、現在では豊田市内で開業している21の動物病院により構成されています。
　今までに、子供の情操教育の一助としてウサギなどの学校飼育動物の治療、また盲導犬育成の助成と

ごあいさつごあいさつGreeting

TOYOTA CITY

学校飼育動物サポート活動1 保健所と協力しての犬の健康相談5

災害時の動物収容に関して、
保健所との協力関係の強化6

豊田市が行っている犬・猫の
譲渡の支援

7

ふれあい活動
（福祉施設への犬の訪問活動）2

保健所からの委託による地域猫の
不妊手術の実施3

動物愛護週間事業4

※混合ワクチンとして接種できる

アニマル・セラピーという言葉があるくらい、ペットには「癒しの力｣があります。
彼らは常に身近な存在で、けなげにも人の役に立とうと懸命なのです。

そんな愛くるしいペットの健康を守るためのポイントをいくつかご紹介します！

　わが子のようにかわいい犬や猫だから、いつも元気でいてほしい
というのが、飼い主の願いでしょう。しかし彼らの命を脅かす感染
症のような恐ろしい病気もたくさんあります。現在はそのほとんど
が、ワクチン接種や薬で予防できるようになりました。ワクチン接種
は1年に1回、フィラリア予防薬は5月から12月まで、1 ヶ月に1
回投与します。

● ワクチン・薬で予防できる感染症

　私たちの社会でよく耳にする生活習慣病。それが最近、愛犬や愛
猫の社会にも拡大しています。お菓子や人間の食事をたくさん与え
ることで糖分や栄養を摂り過ぎ、糖尿病や肥満になったり、運動不
足やストレスから生活習慣病にかかるペットが増えています。大切
なペットを守るためにも、生活環境を見直し、健康状態の変化を再
確認しましょう。

人間化するペットの病気に注意

一般的な病気に関しても、自分の健康を管理するように
愛犬や愛猫も毎日のチェックが大切です。

● 簡単にできる健康チェック表
●…よく見られる ▲…たまに見られる

狂犬病 ウイルス ワクチン

ジステンパ一※ ウイルス ワクチン

伝染性肝炎※  ウイルス ワクチン

レプトスピラ症※ 細菌 ワクチン

ケンネルコフ※ ウイルス ワクチン

パルボウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬コロナウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

犬フィラリア症 寄生虫 内服薬

猫汎白血球減少症※ ウイルス ワクチン

猫カリシウイルス感染症※ ウイルス ワクチン

猫ウイルス性鼻気管炎※ ウイルス ワクチン

猫白血病ウイルス感染症 ウイルス ワクチン

猫フィラリア症 寄生虫 内服薬

犬
の
感
染
症

猫
の
感
染
症

病 名 原 因 予防法

病 名 原 因 予防法

症状

考えられる
病気

ノ
ミ
ア
レ
ル
ギ
ー
性
皮
膚
炎

外
耳
炎

口
内
炎

尿
道
結
石

フ
ィ
ラ
リ
ア
症

糖
尿
病

心
臓
疾
患

腎
臓
疾
患

膀
胱
炎

肺
水
腫

胃
腸
炎

嘔吐
下痢
排尿異常
食欲がない
ノドがよく乾く
せき･くしゃみ
口臭･口内のただれ
脱水症状
呼吸がおかしい
体温低下
お腹がふくらむ
脱毛・かぶれ
かゆがる
体重減少

ペットに忍び寄る感染症は予防が第一

犬やねこの病気予防

m e d i c a l  a s s o c i a t i o n

このページは有料広告ページです
株式会社サイネックスによる編集記事ページです
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