
７－１ 医療機関一覧 

〔郡上防14〕 1125 

７ 医療救護に関する資料 

 

７－１ 医療機関一覧 

地域名 機  関  名 所  在  地 電話番号 

八 幡 郡上市医師会 八幡町島谷1265－5 65－2111 

 郡上市民病院 八幡町島谷1261 67－1611 

 八幡病院 八幡町桜町278 65－2151 

 国藤療院 八幡町柳町183 65－2036 

 県北西部地域医療センター国保小那比診療所 八幡町小那比3115－1 69－2011 

 堀谷医院 八幡町中坪1－7 65－6868 

 杉下医院（郡上市医師会代表） 八幡町五町3－15－2 67－2177 

 いちはし赤ちゃんこどもクリニック 八幡町小野3－62－3 67－0603 

 うえむら整形外科 八幡町五町3－15－14 65－5500 

 すえたけ眼科クリニック 八幡町稲成304－1 67－0030 

 筧歯科医院 八幡町島谷1465 65－3188 

 畑佐歯科医院 八幡町本町853 65－2533 

 俊歯科医院 八幡町小野4－1－3 66－0186 

 白木屋歯科医院 八幡町鍛冶屋町791－1 67－1166 

 たかはし歯科 八幡町小野2－2－10 65－6480 

 はるこま歯科医院 八幡町五町1－4－2 65－6612 

大 和 大和医院 大和町徳永788 88－2811 

 岡部内科 大和町剣88－5 88－3321 

 きとう眼科大和診療所 大和町徳永821－2 88－0125 

 岩谷歯科医院 大和町徳永730－1 88－4155 

 さくら歯科医院 大和町徳永184－1 88－1108 

白 鳥 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 白鳥町為真1205－1 82－3131 

 県北西部地域医療センター国保石徹白診療所 白鳥町石徹白39－5－1 86－0011 

 鷲見病院 白鳥町白鳥2－1 82－3151 

 沢崎医院 白鳥町為真1308－5 82－2080 

 石井医院 白鳥町白鳥405 82－2047 

 楠医院 白鳥町中西492 84－1008 

 森田医院 白鳥町向小駄良748－1 82－6121 

 中村歯科医院（郡上歯科医師会代表） 白鳥町白鳥128－1 82－4262 
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 西村歯科医院 白鳥町向小駄良711 82－4433 

 曽我歯科医院 白鳥町白鳥749－11 82－4788 

 田代歯科医院 白鳥町大島1494 82－2230 

高 鷲 つるだクリニック 高鷲町大鷲2049－1 72－0020 

 県北西部地域医療センター国保高鷲診療所 高鷲町大鷲201－2 72－5072 

美 並 ばんの内科 美並町白山779 79－2013 

 慈恵中央病院 美並町大原1－1 79－2030 

 八木歯科医院 美並町白山1583－1 79－3475 

 太田歯科医院 美並町白山1345－1 79－3771 

明 宝 小川診療所（巡回診療所） 明宝小川775－2 87－2873 

 明宝医院 明宝大谷318－5 87－3080 

和 良 県北西部地域医療センター国保和良診療所 和良町沢882 77－2311 

 県北西部地域医療センター国保和良歯科診療所 和良町沢865－1 77－4008 

 

７－２ 薬局・薬店一覧 

地域名 名     称 所  在  地 電話番号 

八 幡 名古屋薬局 八幡町島谷1447 67－1551 

 八幡薬局 八幡町島谷1311－24 65－3235 

 石丸薬局 八幡町島谷745 65－2218 

 石丸薬局小野Ａコープ店 八幡町小野6－5－18 65－6675 

 アポロン薬局 八幡町小野6－5－4 67－1280 

 たんぽぽ薬局八幡桜町店 八幡町桜町330 65－6931 

 たんぽぽ薬局郡上店 八幡町島谷1265－1 66－1181 

 かとう薬局 八幡町小野2－11 65－6799 

 ピノキオ薬局八幡店 八幡町島谷1265－2 66－2251 

 郡上薬局八幡店 八幡町大正町56 66－2237 

 ユタカ調剤薬局五町 八幡町五町3－1－24 66－0270 

 ファースト調剤薬局郡上八幡店 八幡町中坪1－8－3 65－6680 

 中島薬品 八幡町殿町168 65－3254 

 Ｖドラッグ中部薬品郡上市民病院前店 八幡町島谷1522－1 66－1070 

 Ｖドラッグ中部薬品八幡小野店 八幡町小野6－1－1 66－2112 

 こころ調剤薬局郡上八幡店 八幡町稲成301－13 67－2050 

 アポロン薬局五町店 八幡町五町3－15－17 67－2240 

 ゲンキー郡上八幡店 八幡町稲成1009 66－1730 
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 ゲンキー初納店 八幡町初納99-1 67－9384 

大 和 カトー薬局（リバーサイドタウンＰｉｏ内） 大和町徳永268 88－2130 

Ｖドラッグ中部薬品大和店 大和町徳永817－1 88－9011 
 

ピノキオ薬局大和店 大和町剣88－3 88－4433 

 ゲンキー大和徳永店 大和町徳永648-1 88－5510 

白 鳥 白鳥薬局 白鳥町白鳥144－11 82－2070 

 高田屋伊東薬局 白鳥町白鳥954－3 82－2019 

 柏友堂薬局 白鳥町白鳥20－1 82－4470 

 たかだや薬局白鳥病院前店 白鳥町為真1199－6 82－5806 

 山田薬局 白鳥町白鳥121－2 82－2285 

 セガミ薬局 白鳥町白鳥1179－13 82－4966 

 大前薬店 白鳥町中西601－1 84－1041 

 山田薬品 白鳥町為真228－53 82－2880 

 Ｖドラッグ中部薬品白鳥中央店 白鳥町白鳥28－2 83－1055 

 ピノキオ薬局為真店（郡上薬剤師会代表） 白鳥町為真1201 83－0350 

 ゲンキー郡上白鳥店 白鳥町向小駄良960－1 83－1730 

高 鷲 上安商店 高鷲町大鷲681 72－5003 

美 並 古田薬局 美並町白山1841－1 79－2029 

 古田調剤薬局 美並町白山783－1 79－9080 

和 良 カキヤ薬局 和良町沢1022－1－1 77－2022 

 アポロン薬局和良支店 和良町沢868－1 77－3203 
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