
みよし市

豊田市
医療機関名 所在地 電話（０５６５） 医療機関名 所在地 電話（０５６５）

アイキッズクリニック 逢妻町３－１０－２ ３５－１９５５ 杉山医院 下市場町７－２４－１ ３１－１３２８
逢妻クリニック 宮町７－１５５－１ ３１－９２２２ 鈴木病院 月見町１－１０－８ ３３－８０５１
あかね医院 栄生町４－１３－６ ３７－８６８６ せき内科 月見町３－２－３ ３３－７５００
あげつまクリニック 今町２－６６ ２５－１２０３ たけうちこどもクリニック 御幸町２－５５ ３２－１５３１
浅井クリニック 中根町永池１７５－１ ５３－７７１１ 舘ハートクリニック 浄水町原山２７５－１ ４６－５３５３
あさひが丘クリニック 小川町４－４９－２ ３７－３９３９ たつや整形外科クリニック 若林西町北山畑１１７ ５２－３３００
足助病院 岩神町仲田２０ ６２－１２１１ 田中小児科医院 栄生町５－９－２ ３３－２３５５
あんどう内科皮フ科クリニック 広田町西山７６－１ ５１－０８０８ ちかだクリニック 西中山町牛田６３－３３ ７６－５９２２
家田病院 畝部西町城ヶ堀１１－１ ２１－０５００ つかさ整形外科 司町５－１２ ３７－３３２２
いけど内科クリニック 市木町６－３８ ８７－２５５３ ともまつクリニック 花園町才兼７７－２ ５２－３１３９
いしぐろ在宅診療所 十塚町３－３６ ４７－１４９６ トヨタ記念病院 平和町１－１ ２４－７０８０
いとう耳鼻咽喉科 浄水町南平５４－１ ４６－８７３３ 豊田厚生病院 浄水町伊保原５００－１ ４３－５００１
イトウ内科クリニック 下市場町６－１ ３３－０５０５ 豊田しんまち耳鼻咽喉科 新町４－３４－２ ３３－００８７
井上医院 竜神町錦１７－１ ２６－０８００ 豊田地域医療センター 西山町３－３０－１ ３４－３００６
うさみ内科クリニック 水源町５－３－１ ２７－７２２２ 豊田東リハビリテーション病院 野見山町３－８８－２６ ８９－７７００
内田クリニック 喜多町４－５０－１ ３５－３５００ 豊田若竹病院 竹元町荒子１５ ５１－３０３０
うめだクリニック 田中町５－３８－９ ４７－１５５５ なかねクリニック 梅坪町８－３－９ ３７－８８００
梅坪クリニック 東梅坪町８－８－１７ ３５－２０８８ なかね整形外科 深田町１－５－３ ７４－００６６
うめもとクリニック 西岡町唐池３４－６ ５５－１５５５ 中野胃腸病院 駒新町金山１－１２ ５７－１６１１
榎本内科 東保見町大門６３ ４８－５３０６ 中村医院 岩倉町柿田３９－３ ８６－１４１４
えんどう内科 堤本町本地１１－２ ５３－０３００ なりたクリニック 住吉町上根１－３ ５１－１０１０
おおくぼ内科クリニック 浄水町南平５６－１ ４３－０６００ 成瀬内科 若宮町８－１－１０ ３４－３０７０
おかもとクリニック 伊保町下川原９７－２ ４５－３０２０ 野場医院 吉原町前田６５－１ ５２－３３４５
おぎ原内科クリニック 野見町５－１３２－１ ８７－０３３０ ハートフルクリニック 西町６－２－８ ３４－３３７７
おちあいクリニック 前山町５－２３－６１ ２８－１３３１ 長谷川医院 山之手３－９４ ２８－５１３６
かすがい皮膚科 東梅坪町９－８－３ ３２－１１１２ 花園内科 花園町井田９５－１ ５３－２７７２
かとう耳鼻咽喉科クリニック 梅坪町６－３－１１ ３７－３３８７ 早川内科医院 井上町９－１３４－２ ４５－２２４１
加藤内科医院 本新町４－２１ ３１－７００３ はやしファミリークリニック 丸山町３－２０－１ ７４－００８０
上條医院 福受町下ノ切７９－１ ２１－８５０１ ばんの皮膚科クリニック 長興寺１０－４１ ３７－１７７０
上豊田駅前クリニック 大清水町大清水８４－８ ４５－８８２２ 日高内科 陣中町１－４－３ ３２－２１９７
上豊田さくら乳腺クリニック 上原町西山２４－１ ４６－０８２１ ひので整形外科 日之出町２－１１－１１ ３６－５５１１
河合眼科 西町６－２－８ ３２－５２７４ 平戸橋医院 平戸橋町石平７４ ４５－１１５５
菊池病院 若宮町５－１ ３２－２２００ 平吹医院 鴛鴨町小畔屋敷１３０－１ ２７－８０００
きたまちクリニック 喜多町３－８０ ３７－０６１８ 深見眼科 陣中町１－６－１１ ３４－１１５５
京町クリニック 京町４－８－１ ４２－６６６６ 福島内科クリニック 秋葉町１－２５－１ ３７－７２７７
久保田クリニック 柿本町６－２１ ２８－４６５７ ふじしま内科 本新町７－４８－６ ４１－７７２０
窪田整形外科リウマチクリニック 本町高根１２ ５２－１６３１ 二葉内科クリニック 東山町１－５－７ ８９－２２２８
栗田クリニック 広久手町２－１－１ ３１－１８６０ ふなはし内科クリニック 大林町１７－７－２１ ７１－２７８４
小石川医院 足助町本町２４ ６２－００２２ ほしの内科クリニック 十塚町１－４１－４ ３６－０００２
甲村耳鼻咽喉科クリニック 前林町陣田８２－３ ５１－３３８７ 星山内科・消化器科医院 日之出町２－９－２０ ３４－３２３１
こどもクリニック・パパ 東梅坪町２－９－２ ３１－８８５１ 細野クリニック 曙町２－２１ ２８－３６６５
小早川整形外科・内科 市木町５－１－２ ８８－３３１１ 保見診療所 保見ヶ丘５－１ ４８－１１４８
駒場クリニック 駒場町南１２４ ５７－２１００ 牧原胃腸科外科診療所 青木町１－８－６ ４５－８６８４
衣ヶ原病院 広久手町２－３４ ３２－０９９１ 松崎耳鼻咽喉科 山之手２－９１ ２８－７２５０
近藤クリニック 荒井町松島３７０－１ ４６－８３８３ みずの内科クリニック 畝部東町西丹波１５－１ ２５－０８０５
こんどう耳鼻科クリニック 竜神町竜神２２－１ ２７－３３００ みどりヶ丘クリニック 朝日町３－５５－２ ３７－１０２３
斉藤病院 四郷町森前１６６－１ ４４－００３３ 三宅クリニック 土橋町８－１１２－２ ２８－４３９１
さくら病院 豊栄町１１－１３１ ２８－３６９１ むつおクリニック 浄水町伊保原１７３－１ ４３－３６８８
佐藤耳鼻咽喉科 若宮町４－４３ ３２－２２０１ もとまち内科クリニック 柿本町７－６６－１ ２４－８０８０
さはし内科 大池町汐取１７－２１４ ３２－３８４７ 山口胃腸科外科クリニック 大清水町原山１０８－３ ４６－２２１１
さわだ耳鼻いんこう科クリニック 長興寺１０－５９－３ ３７－３３１４ 山田醫院 武節町ソト田８０－２ ８２－２１１１
三九朗病院 小坂町７－８０ ３５－３９６０ 山之手痛みと内科のクリニック 丸山町８－２５ ２７－６５８１
しのだ内科クリニック 大林町１０－２３－３ ２７－７７００ 山元整形外科・皮膚科 山之手５－１１３ ２８－５２４８
しばはらクリニック 貝津町箕輪２１６－１ ４５－６６３３ 吉田整形外科病院 御立町７－１００ ８９－１８１８
浄水共立クリニック 浄水町伊保原３００ ４７－０２００ 若林耳鼻咽喉科クリニック 若林東町高根下９６－３ ５３－５５８８
仁大病院 猿投町入道３－５ ４５－０１１０ わたなべクリニック 青木町４－３４－３ ４５－５９４１
杉本内科クリニック 日南町５－４７－１ ３７－３３７７

 三好丘３－８－４ ３３－０５０５

かまたにクリニック  福田町碁盤田２－１ ３２－２１２２

令和２年度インフルエンザ予防接種医療機関一覧表
予防接種を希望される人は、市が契約している下記の医療機関の中から予約して接種を受けてください。
定期のインフルエンザ予防接種（６５歳以上）の接種期間は、令和２年１０月１日～令和３年１月３１日までです。

医療機関名 所在地 電話（０５６１）
いしい外科三好クリニック  三好町中島３０－１ ３３－３９１１
臼井整形外科  三好町上ヶ池１４－９ ３３－１０３９
宇田ファミリークリニック  園原４－１－４ ３５－１３１１

寿光会中央病院  三好町石畑５ ３２－１９３５
すずき耳鼻咽喉科  三好町井ノ花８１－１ ３３－３３４１
鈴木内科クリニック  黒笹町下田３－１ ３６－７３７３
たかもと内科クリニック  福谷町壱丁田２－６ ３３－４６４６
たきざわ胃腸科外科  三好町中島５５－２ ３３－５５５５
天王内科  三好町天王９４－３ ３２－２００２
永井医院  三好町弥栄１１－４ ３３－５２１１
なかじま内科皮フ科  打越町島ノ山９２－１ ３２－９８００
ひらの内科クリニック  三好丘７－５－７ ３６－１００８
堀田整形外科クリニック  三好町石畑５５ ３２－２８８０
みすクリニック  三好町小坂７５　アーバンシティ三好２Ｆ ３４－７５１１

みよし市民病院  三好町八和田山１５ ３３－３３００

三好ヶ丘クリニック  三好丘１－５－５ ３６－２０００

三好ヶ丘メディカルクリニック  福谷町寺田６ ３６－５０１１
三好丘こどもクリニック


