
14広報ひがしうら 平成29年４月１日号

　日ごろからあなたを知っている「かかりつけ医」がいると、病気などになったとき、

よりあなたにふさわしい治療が行いやすくなります。

　町の医療・歯科・薬局機関の一覧を公開します。信頼でき、健康や病気についてなん

でも相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう！

名　称 所在地 電話番号 医師会

大府病院 森岡字上源吾１ 83-3161 ○

森岡台あべ内科
クリニック

森岡字下今池34-5 84-1155 ○

都築医院 森岡字半之木85 84-0555 ○

ゆりクリニック 森岡字前田16-1 82-3337 ○

おがわ
耳鼻咽喉科クリニック

緒川字旭10-3 82-5200 ○

ひだか
こどもクリニック

緒川
字大門一区3-2 82-0700 ○

於大クリニック 緒川字大門二区2 82-1911 ○

まつおか整形外科
緒川
字大門二区34-1 82-1222 ○

柳原医院 緒川字竹塚9-8 83-2471 ○

よしだ眼科 緒川字平成1-1 82-1902 ○

さとう内科クリニック 緒川字家下15 83-5166 ○

巽ヶ丘クリニック 緒川字丸山2-1 35-1111 ○

げんきの森皮フ科 石浜字中央1-3 85-2923 ○

耳鼻咽喉科
みやこクリニック

石浜字なかね12-7 82-3859 ○

やまもとクリニック 石浜字西平地17-2 82-0600 ○

藤沢医院 石浜字白山1-100 83-8111 ○

みたに整形外科 生路字門田93 82-0114 ○

皮フ科アレルギー科
東知多クリニック

生路字門田96-2 82-1008 ○

前田クリニック 藤江字山敷139-5 84-6618 ○

東浦医院
藤江
字下廻間36-17 83-2270 ○

小林クリニック 藤江字前田47 84-5858 ○

名　称 所在地 電話番号 歯科
医師会

松井歯科医院 森岡字一町田1-1 84-1582 ○

レオデンタル
クリニック

森岡字取手106-1 82-0818 ○

もりおか歯科 森岡字中町23-1 82-1661 ○

オー、デンタル
クリニック東浦

緒川字旭13-2イオ
ンモール東浦１階

82-2711

田中歯科医院 緒川字北新田35-3 83-4126 ○

金森歯科医院
緒川字申新田
弐区40-86 83-2020

さかいファミリー歯科 緒川字平成43 84-6407 ○

ホワイト歯科
クリニック

緒川字寿久茂88 34-3711 ○

ちた歯科医院 石浜字中央8-6 84-7813 ○

あしま歯科クリニック
石浜
字なかね12-12 82-3718 ○

いしはま台歯科医院 石浜字白山13-11 84-0011 ○

平林歯科医院 石浜字八ツ針9-6 83-1475 ○

石川歯科医院 生路字門田77-4 83-2828 ○

二村医院
デンタルクリニック

生路字門田96-2 82-1088

廣歯科 生路字坂下６ 83-2260 ○

ひがしうら歯科医院 藤江字大坪7-19 83-5252 ○

モトム歯科 藤江字大坪15-2 84-2558 ○

長坂歯科医院
藤江
字上廻間118-1 83-8204 ○

町内医療機関一覧町内歯科医療機関一覧

いつも同じ医師に診てもら
えるので信頼関係が築ける

体質や持病をわかったうえ
で診てもらえる

食事や運動など、日常の健康
管理についてアドバイスして
くれる

必要に応じて専門医を紹介
し、手続きをしてくれる

かかりつけ医
を持つメリット
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名　称 所在地 電話番号 薬剤
師会

くすりのアルファ薬局 森岡字下今池35-9 84-1888 ○

もりおか調剤薬局 森岡字前田15-11 84-0808 ○

うの花薬局 緒川字旭10-4 82-5515 ○

イオン薬局　東浦店 緒川字旭13-2 85-0509 ○

こぐま薬局　緒川店 緒川字家下15-2 84-4788 ○

東浦中央調剤薬局 緒川字平成1-3 82-1015 ○

スギ薬局　東浦店 緒川字家下22-1 84-5031 ○

あおば薬局 石浜字中央1-4 82-5600

石浜駅前薬局 石浜字なかね12-6 82-2530 ○

石浜調剤薬局 石浜字西平地18-5 82-0596

かしの木薬局 生路字門田101 82-3900 ○

イクヂ天心堂薬局 藤江字大坪48-18 83-6069 ○

このみ薬局　東浦店 藤江字下廻間25 85-1313 ○

藤江調剤薬局 藤江字前田46 84-5959 ○

町内薬局一覧

　地域でいつまでも安心して暮らせるように、地

域の福祉相談員であるコミュニティソーシャル

ワーカーが精いっぱいお手伝いします！

　地域の中で気になったこと、相談したいことが

あったら、ぜひお声掛けください。地域の皆さん

と一緒に、皆さんが暮らしやすい地域の仕組みを

考えていきます。

　「地域の福祉相談員」として地域に出向き、困り

ごとのある方の相談を受けます。また、困りごと

の解決支援を行い、その方を支え続けられる仕組

みの構築を行う専門職です。行政や専門機関を含

めた地域全体の支え合いの体制づくりも行って

いきます。

●相談窓口

　高齢者相談支援センター

　（東浦包括支援センター）

　 石浜字岐路28-2（勤労福祉会館　２階）

　 ８２－２９４１

主な担当地区
森岡、緒川、緒川新田地区

堀
ほり

　　雄
かつひろ

泰

　皆さまのところへお

伺いします。ぜひお話

をきかせてください。

主な担当地区
石浜、生路、藤江地区

一
いしき

色　建
たけし

志

　地域の皆さまに信頼

されるようがんばりま

す。よろしくお願いい

たします。

コミュニティ
ソーシャルワーカーって？

あなた
の困りごと

 

お聞きし
ます！ かかりつけ医を

もちましょう

安心してご自宅で暮らすために

問い合わせ　福祉課　内線１３７


