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小児科のある医療機関
名

称

住

所

電

話

診療科目

いからし小児科
アレルギークリニック

加茂市幸町 2－9－23

0256-53-2250（代表）
小児科、
0256-53-5199（診察予約用） アレルギー科

監物小児科医院

加茂市旭町 7－11

0256-52-0800

小児科、内科

小児科以外の医療機関
名

称

住

所

電

話

診療科目

小池内科消化器科
クリニック

加茂市仲町 1－37

0256-53-3355

内科、消化器科、
胃腸科

さくらクリニック

加茂市寿町 9－10

0256-52-9511

内科、人工透析内科

徳友医院

加茂市高須町 1－6－11

0256-53-0167

内科、呼吸器科、皮膚科

ながば耳鼻咽喉科医院

加茂市番田 8－16

0256-53-0751

中村医院

加茂市五番町 3-29

0256-52-0095

にのみや内科クリニック

加茂市新栄町 4-1

0256-57-0770

服部クリニック

加茂市幸町 1－16－28

0256-53-4680

堀内医院

加茂市加茂新田 8358

0256-52-0953

松橋アイクリニック

加茂市千刈 1－6－18

0256-53-3777

眼科

みながわ整形外科

加茂市番田 7－11

0256-53-3877

整形外科、
リハビリテーション科

吉田内科医院

加茂市柳町 2－5－4

0256-57-7511

内科、消化器科

鷲塚内科医院

加茂市穀町 7－7

0256-52-2054

内科、循環器科

わたなべ医院

加茂市栄町 2－5

0256-53-3850

泌尿器科、皮膚科、内科

須田医院

田上町大字羽生田丙 151－14

0256-41-5025

内科、脳神経外科、
リハビリテーション科

田上診療所

田上町大字田上丙 1225

0256-57-5015

内科、精神科

星野内科医院

田上町大字川船河甲 1330－6

0256-41-4141

内科、呼吸器内科、
アレルギー科

県立加茂病院

加茂市青海町 1－9－1

0256-52-0701

※下記に記載

耳鼻咽喉科、
アレルギー科
内科、外科、
消化器科、肛門科
内科
心療内科、精神科、
内科（精神保健指定医）
内科、整形外科、
皮膚科、麻酔科

※県立加茂病院の診療科目：内科、総合診療科、緩和ケア内科、外科、心臓血管・呼吸器外科、
整形外科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、神経内科、リハビリテーション科
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加茂市の身近な歯医者さん
名

称

住

所

電

話

あおやぎ歯科医院

加茂市下条甲 503－16

0256-53－5010

上条渡辺歯科医院

加茂市上条 4-36

0256-52-0151

すぎもと歯科

加茂市五番町 4-6

0256-52-3100

武内歯科医院

加茂市旭町 10-18

0256-53-0648

永井こども歯科医院

加茂市新栄町２-２

0256-52-1182

皆川歯科医院

加茂市穀町 6-17

0256-52-0232

やおえだ歯科医院

加茂市穀町 8-29

0256-52-0438

米山歯科医院

加茂市旭町 13-25

0256-53-4184

渡辺歯科医院

加茂市松坂町２-24

0256-52-0645

川名歯科医院

田上町大字川船河甲 1073-17

0256-53-4180

櫻木歯科医院

田上町大字田上丙 1209-8

0256-57-5097

潤歯科

田上町大字原ヶ崎新田 2019-4

0256-46-8822

瀬高歯科医院

田上町大字田上丙 2494-6

0256-57-5441

ひまわり歯科医院

田上町大字田上丁 2402-49

0256-57-6480

一般社団法人

加茂市医師会、一般社団法人

加茂市歯科医師会

提供

休日当番医（医科）
日曜日、祝日の 9：00～17：00 は加茂市、田上町の医療機関が当番制で診療していま
す。当番医療機関は広報、加茂市ホームページなどでご確認ください。
加茂・田上病児保育園
病児保育園は、病気や回復期などにあるお子さんを、仕事などの都合によって、家庭で
保育できない保護者に代わり、保育士と看護師が医師と連携をはかりながら一時的にお
預かりする施設です。利用するためには事前に利用申込が必要です。
申込書は直接病児保育園または所属の園へ提出してください。
※利用申込書は当施設のほか、小児科等の一部医療機関、加茂市内・田上町内の保育施
設および小学校、加茂市役所、田上町役場にあります。また、加茂市ホームページから
もダウンロードできます。
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子育て救急ダイヤル

子育て救急ダイヤル
夜間小児救急医療電話相談
お子さんの急な発熱やケガなどで休日・ 夜間に具合が悪くなった時に看護師が
電話相談に応じます。
受付時間

19：00～翌朝8：00

電話番号

025-288-2525 または ＃8000

県央医師会応急診療所
比較的、症状が軽い方の診療のほか、入院治療や高度な医療が必要な重傷者の人へ
必要な救急医療が受けられるように手配を行います。
受付時間

住

所

電話番号

【夜間】19：00 ～ 22：00（年中無休）
【休日】土曜／19：00 ～ 22：00 
日・祝・お盆・年末年始／ 9：00 ～ 12：00、
13：00 ～ 16：30、
19：00 ～ 22：00




三条市興野1-13-67（三条地域振興局となり）

0256-32-0909

けがや急病などで、緊急に病院に
行 く 必 要 が あ る 時 は、迷 わ ず
119番に通報し救急車を要請して
ください。
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いざという時の備え

非常用持ち出しバッグを用意しよう！
自宅が被災したときは、安全な場所に避難することになります。
非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰めて

おき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。

非常用持ち出しバッグの内容の例
□ 飲料水、食料品



（カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）

□ 預金通帳



（ばんそうこう、

包帯、消毒液、常備薬など）

□ヘルメット、防災頭巾
□ 軍手
□ 携帯ラジオ、予備電池
□ 衣類、下着、タオル
□ 洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉など）
□ 使い捨てカイロ
□ 携帯用トイレ
□ 予備のメガネ、コンタクトレンズ
□ゴミ袋

□ 健康保険証
□ 懐中電灯、予備電池
□ 携帯電話のモバイルバッテリー
□ 毛布
□ウェットティッシュ
□ 生理用品（ナプキンなど）
【他、必要なもの】
□
□
□
□
□

赤ちゃんのためにも非常時の備えが必要です

□ミルク
□ 哺乳瓶
□
□ 紙おむつ
□ 母子健康手帳 □
□ おしり拭き □ベビーフード □
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人数分を用意
しましょう！

□マスク

□ 現金
□ 救急用品

□ 印鑑

