
　☆☆☆名簿活用時の注意点☆☆☆

・この名簿は、静岡県東部保健所実施の「禁煙支援に関する調査」で、禁煙支援やＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の診断・治療を
 行っており「公表可」と回答した医療機関、禁煙支援薬の取り扱いや禁煙相談を実施しており「公表可」と回答した薬局の情報です。
・禁煙治療の保険適用にあたっては条件があります。
・禁煙外来受診にあたっては、事前に各医療機関にお問合せください。
・開設予定の禁煙外来については、時期・診療科等の変更の可能性がありますので、詳細は各医療機関にお問合せください。
・処方箋による薬の調剤を受けるには、医療機関への受診が必要です。
・薬局の営業日・時間等については、各薬局に直接お問合せください。
・この名簿は、２年に一度、更新しています。



禁煙外来等医療機関名簿(令和元年５月１日現在）：東部保健所管内

NO 医療機関名 所在地 電話番号 保険適用 自由診療
禁煙教室
禁煙相談

未成年者
禁煙治療

未成年者
禁煙相談

妊婦
禁煙治療

COPD
診断・治療

他機関か
らの紹介 備考

1 旭医院 沼津市原２８５－１ 055-966-0031 〇※ 〇※ ※要予約：月木金土

2 愛鷹クリニック 沼津市今沢西畑３７２－５ 055-967-3711 〇

3 あそうクリニック 沼津市筒井町１１－１ 055-929-7575 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇※
※要予約：月～金8:30ｰ11:30・14:00-17:00
             　土8:30-12:30

4 あめみや内科 沼津市吉田町１７－２８ 055-935-1159 〇※ 〇 〇 ※要問合せ：月火木金8:30ｰ11:00・14:30-17:00

5 岩渕内科医院 沼津市添地町１７７ 055-951-4579 〇 〇 〇

6 えがわ医院 沼津市高島本町１２－２０ 055-921-5148 〇 〇 〇 〇 診療日：月～土9:00-12:00・月火水金14:00-17:30

7 大岡内科クリニック 沼津市大岡２６９６－１０ 055-926-2612 〇 〇 〇

8 大岡マサキクリニック
沼津市大岡８６３－６
ツインヒルズ１階

055-943-9696 〇※ ※要予約

9 大沢医院 沼津市御幸町１４ー１２ 055-931-1019 〇 〇※ 〇 〇 〇 ※禁煙相談のみ

10 小野医院 沼津市真砂町２２－１７ 055-951-6213 〇 〇 〇 〇

11 かぬき岩端医院 沼津市下香貫前原１４７９－３ 055-932-8189 〇※ 〇※ 〇 ※要予約

12 小林医院 沼津市今沢６８０－３ 055-966-7700 〇 〇 〇

13 さわだの森耳鼻咽喉科クリニック 沼津市西沢田３４０－１ 055-929-8787 〇 〇 〇 診療日：月火水金の午前午後・木土午前

14 さわだ・メディカル・クリニック 沼津市西沢田３２５－１ 055-921-1711 〇 〇※ 〇 ※禁煙相談のみ

15 杉山病院 沼津市錦町３－５ 055-963-4114 〇※ 〇 〇 ※要問合せ（またはHPにて院長診療日確認のこと）

16 聖隷沼津第一クリニック 沼津市本字下一丁田８９５－１ 055-962-9882 〇※ 〇※ 〇 ※要予約：月火水木土

17 髙遠内科クリニック 沼津市東椎路９２２－１ 055-926-8739 〇 〇

18 田沢医院 沼津市大手町３－７－１ 055-962-1205 〇 〇

19 つりた耳鼻咽喉科クリニック 沼津市宮前町１３－４ 055-927-3387 〇 〇 診療日：月火木金土の午前

20 手塚クリニック 沼津市西浦木負７６７－１４ 055-942-3200 〇

21 中山皮膚科・形成外科 沼津市筒井町８－６ 055-923-1020 〇

22 沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木５５０ 055-924-5100 〇

23 萩野クリニック 沼津市根古屋３０７－１ 055-966-7111 〇 〇

24 はだクリニック 沼津市大岡１７２８－２ 055-952-5779 〇 〇
診療日：月火土9:00-11:30・14:00-16:00
　　　　 　水金14:00-16:00

25 福士内科クリニック 沼津市下香貫藤井原１６１９－８ 055-932-3553 〇

26 ふじわらクリニック 沼津市寿町１８－８ 055ｰ924-8777 〇 〇 〇※ 〇 〇※ 〇 ※要予約

27 戸田診療所 沼津市戸田９１６－３ 0558-94-3720 〇※ 〇※ 〇 〇※ 〇 〇※ 〇 〇※ ※初回のみ要予約：月火水金15:00-16:00



NO 医療機関名 所在地 電話番号 保険適用 自由診療
禁煙教室
禁煙相談

未成年者
禁煙治療

未成年者
禁煙相談

妊婦
禁煙治療

COPD
診断・治療

他機関か
らの紹介 備考

28 べっく・メディカル・クリニック 沼津市西沢田３３８－１ 055-921-1300 〇 〇 〇

29 増田医院 沼津市原１０７７ 055-966-3131 〇 診療日：月～土（木土は午前のみ）

30 村岡内科クリニック
沼津市大岡１０６６－３
フォレスト南大岡１Ｆ

055-954-2000 〇 〇

31 メディトピア沼津・内科クリニック 沼津市岡一色５７５－１ 055-923-6600 〇

32 森医院 沼津市石川１６１ 055-966-2017 〇

33 ゆうあいクリニック 沼津市西椎路１６４－１ 055-969-2777 〇 〇 〇

34 山谷内科医院 沼津市青野５４－４ 055-966-5333 〇

35 わかばやし耳鼻咽喉科クリニック 沼津市御幸町５－２６ 055-933-3311 〇 〇 〇※¹ 〇※² 〇※² 〇 ※¹禁煙相談のみ　　※²15歳以上

36 石井内科 三島市東本町２－１－９５ 055-975-0448 〇

37 いづの里クリニック 三島市松本２９４－３ 055-984-3222 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 診療日：木金土

38 いのうえ内科・リウマチ科 三島市平田１８５－３１ 055-972-6666 〇 〇

39 うめな内科循環器科クリニック 三島市梅名３８８－7 055-984-3110 〇

40 かまたクリニック 三島市文教町１－１－３５ 055-988-2488 〇※ 〇 ※禁煙相談のみ

41 川崎内科医院 三島市北田町４－１４ 055-972-8811 〇 〇

42 北上クリニック 三島市萩２８３－４ 055-989-1334 〇※ ※治療のみ

43 桜井内科クリニック 三島市徳倉４－１２－１ 055-988-2200 〇 〇※ ※ＣＯＰＤのみ

44 さなだ消化器・乳腺クリニック 三島市萩２５９－４ 055-987-6633 〇

45 芹沢病院 三島市幸原町２－３－１ 055-986-1075 〇 〇

46 田内内科医院 三島市東本町１－１６－３０ 055-972-2625 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇 〇 ※要予約

47 たけなか三島東町クリニック 三島市東町１－２１ 055-955-7701 〇※ 〇※ 〇 〇 ※金曜は除く

48 ちゅらゆりクリニック
三島市文教町１－２－１４
いちょうHOUSE１号室

055ｰ986-5050 〇 〇

49 辻林内科 三島市加茂川町２２－１４ 055-981-3211 〇 〇

50 光ヶ丘小児科 三島市光ヶ丘２－１９ 055-987-2200 〇

51 三島駅前消化器・肝臓内科クリニック
三島市一番町１５ー２１
マスダビル２階

055-981-0012 〇 〇 〇※ 〇 ※禁煙相談のみ

52 三島えんどうクリニック 三島市壱町田７６－１ 055-999-0166 〇 〇 〇

53 三島共立病院 三島市八反畑１２０－７ 055-973-0882 〇※¹ 〇※² 〇 〇 〇
※¹要予約：火水木金の午前・月木の夜間
※²禁煙相談のみ

54 道上医院 三島市新谷３０－４ 055-976-8111 〇 〇 〇

55 宮内まこと記念クリニック 三島市泉町９－４４ 055-975-0675 〇



NO 医療機関名 所在地 電話番号 保険適用 自由診療
禁煙教室
禁煙相談

未成年者
禁煙治療

未成年者
禁煙相談

妊婦
禁煙治療

COPD
診断・治療

他機関か
らの紹介 備考

56 いずみ内科クリニック 裾野市茶畑６０７－５ 055-993-4760 〇 〇 〇 〇

57 大坂屋クリニック 裾野市佐野１０８２－１７ 055-995-3100 〇 〇

58 大橋内科小児科医院 裾野市佐野９３２－１ 055-992-2800 〇※ 〇※ 〇 〇 ※要問合せ（またはHPにて院長診療日確認のこと）

59 大庭内科・消化器科クリニック 裾野市佐野１０５－１ 055-995-1123 〇 〇
診療日：月火木金8:30-12:00・15:00ｰ18:00
   　　　　 水15:00ｰ18:00　土8:30ｰ12:00

60 込宮クリニック 裾野市茶畑１５０２－１ 055-992-8686 〇 〇 〇 〇

61 スキップこどもクリニック 裾野市茶畑３４－１ 055-992-6303 〇※ ※必要に応じ専門医療機関へ紹介

62 杉山医院 裾野市平松５２２ 055-992-0028 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

63 鈴木医院 裾野市佐野１４７１－１ 055-993-0430 〇

64 裾野赤十字病院 裾野市佐野７１３ 055-992-0008 〇

65 清水館医院 裾野市茶畑１３６５－２ 055-993-2323 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ ※要予約：月水金

66 高桑医院岩波診療所 裾野市岩波９２ 055-997-0486 〇 〇 〇

67 田中クリニック 裾野市伊豆島田８１０－７ 055-992-1881 〇 〇 〇 〇 〇

68 青山内科クリニック 伊豆市加殿４６－６ 0558-74-2111 〇 〇 〇

69 伊豆慶友病院 伊豆市月ヶ瀬３８０－２ 0558-85-1701 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ ※要問合せ

70 伊豆赤十字病院 伊豆市小立野１００ 0558-72-2148 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ ※要予約：毎週水曜午前午後　[呼吸器内科]

71 紀平クリニック 伊豆市柏久保５０３－１ 0558-72-5521 〇 〇 〇 〇 〇

72 今野医院 伊豆市八幡２１３－２ 0558-75-7050 〇 〇 診療日：月火木金土9:00-11:30･15:00-16:30

73 佐藤医院 伊豆市八木沢７５５－２ 0558-99-0005 〇

74 大和堂医院 伊豆市修善寺９４７ 0558-72-0015 〇※ ※要予約　診療日：金曜

75 土肥クリニック 伊豆市小下田１９０９ 0558-99-1234 〇※ 〇※ ※要事前連絡



NO 医療機関名 所在地 電話番号 保険適用 自由診療
禁煙教室
禁煙相談

未成年者
禁煙治療

未成年者
禁煙相談

妊婦
禁煙治療

COPD
診断・治療

他機関か
らの紹介 備考

76 伊豆楢の森診療所 伊豆の国市田中山１９６１ 050-3636-3399 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇※ 〇 ※要予約　オンライン診療対応可

77 伊豆保健医療センター 伊豆の国市田京２７０－１ 0558-76-0111 〇※ 〇 〇 ※要予約　診療日：隔週木曜（要問合せ）　　　

78 健院伊豆の国 伊豆の国市四日町３９－２ 055-949-8880 〇 〇 〇

79 河野内科医院 伊豆の国市南條７６６－１ 055-940-2355 〇

80 順天堂大学医学部附属静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９ 055-948-3111 〇※ 〇※ 〇※ 〇 〇
※要予約　診療日：土曜（第２土曜以外）
　　　　　　　　　　　　　[呼吸器内科]

81 杉本医院 伊豆の国市南條１６２９－１ 055-949-2222 〇※ 〇 〇 ※要予約

82 つちやクリニック 伊豆の国市田京３６ 0558-77-1511 〇 〇 〇

83 長岡リハビリテーション病院 伊豆の国市長岡９４６ 055-948-0555 〇※ 〇 〇 ※要予約　診療日：第１以外の月曜午後

84 村田内科クリニック 伊豆の国市吉田３５４－１ 0558-76-8866 〇 〇 〇

85 高橋クリニック 田方郡函南町間宮８９５－６ 055-977-1121 〇 〇

86 稲玉内科クリニック 駿東郡清水町伏見７８８－１ 055-991-5111 〇 〇 〇 〇※ 〇 ※治療のみ　　

87 遠藤クリニック 駿東郡清水町久米田１５９－４ 055-975-8801 〇

88 静岡医療センター 駿東郡清水町長沢７６２－１ 055-975-2000 〇※ 〇 〇 ※要予約　毎週水曜13:00～14:30　[呼吸器内科]

89 島田産婦人科医院 駿東郡清水町伏見３８－１ 055-972-6100 〇

90 杉山医院 駿東郡清水町伏見９ 055-972-3223 〇※ 〇※ 〇※ 〇 〇 ※要予約　　木・土午後休診

91 ひがしおかメディケアクリニック 駿東郡清水町柿田１８１－９ 055-941-8269 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

92 薬袋内科クリニック 駿東郡清水町徳倉１００４ 055-933-0148 〇 〇 〇※ 〇 〇 〇 ※１８歳以上

93 池田病院 駿東郡長泉町本宿４１１－５ 055-986-1212 〇 〇 〇※ 〇 〇 ※要予約　診療日：月～金午前午後・土曜午前　

94 石川医院 駿東郡長泉町下長窪５６－１ 055-987-1300 〇※ 〇 〇 ※禁煙相談のみ

95 ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
駿東郡長泉町下土狩大割
４４５－１５

055-939-8833 〇 〇

96 花メディカルクリニック 駿東郡長泉町下土狩１３７３－９ 055-987-9145 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

97 南一色セントラル内科 駿東郡長泉町南一色２８３－１ 055-980-5777 〇 〇 〇 〇 〇

98 森本神経内科クリニック 駿東郡長泉町竹原３１３－１５ 055-976-5221 〇

99 山本整形外科・循環器科 駿東郡長泉町南一色４２５－１ 055-989-8111 〇 〇 〇 〇 〇

100 りゅうじん医院 駿東郡長泉町下土狩５２０ 055-988-3133 〇 〇

医療機関名では法人名等は省略してあります。



禁煙支援実施薬局名簿（令和元年５月１日現在）：東部保健所管内

NO 店舗名称 店舗所在地 電話番号 処方薬 市販薬 禁煙相談 備考

1 アリス薬局　一本松店 沼津市一本松４７６－４ 055-968-8686 取寄せ 取寄せ 〇

2 アリス薬局　今沢店 沼津市今沢６８７－２７ 055-968-6886 常時 取寄せ 〇

3 アリス薬局　牛臥店 沼津市下香貫３０７８－４ 055-934-6767 取寄せ 取寄せ 〇

4 アリス薬局　大手町店 沼津市大手町１－１－６ 055-962-2222 取寄せ 〇

5 アリス薬局　香陵の径店 沼津市市場町１１－３ 055-933-2700 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

6 アリス薬局　沼津駅北口店 沼津市米山町１－１０ 055-926-6767 取寄せ 取寄せ 〇

7 アイセイ薬局　原店 沼津市原東中１４１８－３４ 055-969-2511 取寄せ 〇

8 アリス薬局　松長店 沼津市松長７６９－２ 055-924-6000 取寄せ 取寄せ 〇

9 アリス薬局　吉田町店 沼津市吉田町１７－２９ 055-933-0086 常時 取寄せ 〇

10 いちご薬局 沼津市庄栄町１０－３３ 055-946-6430 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

11 ウエルシア薬局　沼津下香貫店 沼津市下香貫藤井原１６７９－２ 055-935-5466 取寄せ 常時 〇

12 うさぎ薬局　大岡店 沼津市下大岡２６９８－１ 055-925-8888 常時 〇

13 うさぎ薬局　岡宮店 沼津市岡宮１１５７－５ 055-927-2222 取寄せ 取寄せ

14 エンゼル薬局　沼津店 沼津市錦町３－９ 055-954-2366 取寄せ 取寄せ 〇

15 大嶋薬局 沼津市西椎路９３－１０ 055-968-1600 常時※ 取寄せ 〇 ※チャンピックスのみ在庫有

16 香貫薬局 沼津市御幸町５－２５ 055-931-6355 取寄せ 取寄せ 〇

17 共創未来　春の木薬局 沼津市東椎路字春ノ木５３１－５ 055-927-2235 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

18 クリエイト薬局　沼津原店 沼津市原１０７１－２ 055-969-2781 常時 常時 〇

19 クリエイト薬局　沼津東熊堂店 沼津市東熊堂９－１ 055-929-1331 取寄せ 常時 〇

20 くるみ薬局　香貫店 沼津市本郷町２７－２３－２ 055-934-8500 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

21 くるみ薬局　藤井原店 沼津市下香貫藤井原１６１９－１１ 055-919-4138 取寄せ 取寄せ 〇

22 小島薬局　岡宮在宅店 沼津市岡宮１２８５－１ 055-929-2288 取寄せ 取寄せ 〇

23 小島薬局　筒井町店 沼津市筒井町１１－２ 055-941-6820 常時 常時 〇

24 小島薬局　中瀬店 沼津市中瀬町１８－１４ 055-955-9550 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

25 小島薬局　東椎路店 沼津市東椎路９２２－５ 055-941-7864 取寄せ 取寄せ

26 小島薬局　本店 沼津市西沢田３３５－１ 055-922-0582 常時 常時 〇

27 さくら薬局　沼津大手町店 沼津市大手町２－７－１ 055-952-5052 取寄せ 取寄せ 〇

28 さくら薬局　沼津庄栄店 沼津市庄栄町１０－６ 055-921-8056 常時 取寄せ 〇

29 さぼてん薬局 沼津市三枚橋町６－３ 055-964-2260 取寄せ 取寄せ 〇

30 さんさん薬局 沼津市大岡１３９９－１ 055-954-3300 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

31 サンライズ薬局　大岡店 沼津市大岡２８５２－２ 055-927-2755 取寄せ 取寄せ 〇
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32 下石田かもめ薬局 沼津市大岡８３６－２０ 055-929-7763 取寄せ 取寄せ 〇

33 スギ薬局　沼津インター店 沼津市岡宮１１９９－１ 055-955-5002 取寄せ 常時 〇

34 スギ薬局　沼津大岡店 沼津市大岡２４４６－１ 055-955-9738 常時 常時 〇

35 すずらん薬局　高島町店 沼津市高島町２４－７ 055-922-2929 取寄せ 〇※ ※要予約

36 たんぽぽ薬局 沼津市東椎路７０８－７ 055-928-5914 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

37 つばさ薬局　あしたか店 沼津市西椎路８８－１ 055-968-1010 取寄せ 取寄せ 〇

38 つばさ薬局　寿町店 沼津市寿町１８－１１ 055-926-2211 常時 取寄せ 〇

39 トーゴー薬局　大岡店 沼津市大岡１６９６－５ 055-952-5681 取寄せ 〇※ ※要予約

40 とやま薬局　大岡店 沼津市大岡２４４５－１２ 055-921-9923 常時 常時 〇

41 ながつき薬局　沼津店 沼津市大手町３－１－２エイブルコア５階 055-952-6811 取寄せ 取寄せ 〇

42 沼津薬剤師会支援センター薬局 沼津市東椎路字春ノ木５４９－１ 055-927-2076 取寄せ 取寄せ 〇

43 花さき薬局 沼津市大岡３５２ 055-955-9970 取寄せ 取寄せ

44 花園薬局 沼津市花園町２－１ 055-927-3139 取寄せ 取寄せ 〇

45 はるな薬局　大手町店 沼津市大手町５－１１－３ 055-951-8100 取寄せ 〇※ ※要予約

46 ひかり薬局　沼津北口店 沼津市高島町１２－１２ 055-924-3355 取寄せ 取寄せ 〇

47 陽だまり薬局 沼津市本字下一丁田８７８－２ 055-964-6855 常時

48 ひとみ薬局 沼津市吉田町２５－１８川口屋ビル１－D 055-935-1451 取寄せ 取寄せ 〇

49 ひらまつ薬局 沼津市石川１６０－２ 055-960-0300 取寄せ 取寄せ 〇

50 ファーマライズ薬局　沼津店
沼津市大手町３－５－１５
三井住友海上沼津ビル１F 055-963-5787 常時 取寄せ 〇

51 ファーマライズ薬局　沼津柳町店 沼津市柳町３－１９ 055-927-2626 取寄せ 取寄せ 〇

52 二葉薬局　沼津東原店 沼津市東原５５６－４ 055-928-5320 〇

53 弁天堂薬局 沼津市市場町１１－２３ 055-931-3888 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

54 ポプラ薬局　香貫店 沼津市下香貫字石原１１８５－９ 055-933-5655 取寄せ

55 本郷薬局 沼津市本郷町５－９ 055-933-1193 取寄せ 取寄せ 〇

56 ミス薬局 沼津市白銀町６－７ 055-962-8618 取寄せ 取寄せ 〇

57 みどり愛生薬局 沼津市原２８４－４ 055-969-3021 常時 取寄せ 〇※ ※要予約

58 緑ヶ丘薬局 沼津市緑ケ丘１－２ 055-927-2311 取寄せ 〇※ ※要予約

59 むすび薬局 沼津市小諏訪４３６－２ハイムアリエス１０３ 055-955-8381 常時 取寄せ 〇

60 メイプル薬局　大岡店 沼津市大岡１０６６－３ 055-954-2033 常時 取寄せ 〇

61 メイプル薬局　添地店 沼津市添地町８５　１階 055-964-1888 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

62 メディオ薬局　大岡下石田店 沼津市大岡１１５８ 055-954-1111 取寄せ 取寄せ 〇

63 メディオ薬局　大岡高田店 沼津市大岡１９９８ 055-941-8500 取寄せ 取寄せ 〇
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64 メディオ薬局　大岡日吉店 沼津市大岡１７４３－１ 055-964-2255 取寄せ 〇

65 メディオ薬局　上香貫槇島町店 沼津市上香貫槇島町１２７０－１ 055-935-1818 取寄せ 〇

66 メディオ薬局　下香貫馬場店 沼津市下香貫馬場４８８－２ 055-935-1700 取寄せ 〇

67 メディオ薬局　下香貫樋ノ口店 沼津市下香貫樋ノ口１７０６－１ 055-935-5777 〇

68 メディオ薬局　添地町店 沼津市添地町２０６ 055-951-6332 常時 取寄せ 〇

69 メディオ薬局　高沢町店 沼津市高沢町６－２１ 055-926-7272 取寄せ 取寄せ 〇

70 メディオ薬局　根古屋店 沼津市根古屋３０８－１ 055-967-9779 取寄せ 〇

71 メディオ薬局　原店 沼津市原１７２１－１８ 055-968-0222 取寄せ 〇

72 メディオ薬局　宮前町店 沼津市宮前町１３－４ 055-941-8826 常時 〇

73 メディオ薬局　米山町店 沼津市米山町１０－３１ 055-920-3131 取寄せ 〇※ ※要予約

74 メディオ薬局　若葉町店 沼津市若葉町４－１０ 055-929-1111 取寄せ 取寄せ 〇

75 ももの木薬局　三園店 沼津市三園町１１－１ 055-934-1818 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

76 ヤマダ薬局　沼津支店 沼津市米山町２－１９ 055-922-0003 取寄せ 取寄せ 〇

77 ヨシムラ薬局 沼津市大手町４－５－１９ 055-963-1487 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

78 黎明薬局 沼津市新宿町４－１１ 055-926-6880 取寄せ 〇

79 わいわい薬局 沼津市戸田９０７－８ 0558-94-5190 取寄せ 〇

80 ワタナベ薬局　錦町店 沼津市本錦町６５４－１ 055-962-3779 取寄せ 常時 〇※ ※要予約

81 あおぞら薬局 三島市一番町１３－１１ヒルトップ壱番町１階 055-983-6117 取寄せ 取寄せ 〇

82 あかし薬局 三島市末広町３－１ 055-986-4486 取寄せ 取寄せ 〇

83 あかし薬局　川原ケ谷店 三島市川原ケ谷１０８ 055-972-7579 取寄せ 取寄せ 〇

84 あかね薬局 三島市東本町２－１－１４ 055-983-5000 取寄せ 〇※ ※要予約

85 アリスすずき薬局 三島市広小路町１２－１４ 055-975-6868 〇※ ※要問合せ

86 アリス薬局　梅名店 三島市梅名４４０－１０ 055-982-6262 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

87 ウエルシア薬局　三島加茂川店 三島市若松町４３４９－１ 055-983-2580 取寄せ 常時 〇

88 ウエルシア薬局　三島徳倉店 三島市徳倉１－１６－３９ 055-980-5066 取寄せ 取寄せ 〇

89 ウエルシア薬局　三島広小路店 三島市広小路町１３－４ 055-983-2889 取寄せ 常時 〇

90 ウエルシア薬局　三島広小路西店 三島市広小路町８－１９ 055-976-5353 取寄せ 〇

91 エコー薬局 三島市谷田字中小山１０１ 055-981-6644 取寄せ

92 エンジュ薬局 三島市幸原町２－３－５ 055-987-3434 取寄せ 取寄せ 〇

93 エンゼル薬局　三島店 三島市萩１９１ 055-986-0120 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

94 岡本薬局 三島市大宮町３－１６－６ 055-972-5191 取寄せ 取寄せ 〇

95 おひさま薬局 三島市萩２８３－３ 055-980-4646 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約
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96 加茂川町支店丸屋薬局 三島市加茂川町２２－１４ 055-981-5010 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

97 かわせみ薬局 三島市松本２９３－１６ 055-960-9911 常時 〇

98 きずな薬局　徳倉店 三島市壱町田２６１－３ 055-988-4193 取寄せ 取寄せ 〇

99 きずな薬局　東本町店 三島市東本町１－１６－５ 055-983-1500 取寄せ

100 グリーン薬局　三島泉町店 三島市泉町２－１１ 055-981-1106 取寄せ 取寄せ 〇

101 ことぶき薬局 三島市梅名６１３－２ 055-977-6024 常時 取寄せ 〇※ ※要予約

102 さくら薬局　三島光ケ丘店 三島市光ケ丘１９－２５ 055-986-0703 取寄せ 取寄せ

103 さの薬局長伏 三島市長伏２２６－２０ 055-977-0035 取寄せ 取寄せ 〇

104 大洋堂薬局 三島市北田町４－２１ 055-975-1228 取寄せ 取寄せ 〇

105 大洋堂薬局　栄町店 三島市栄町１２－５ 055-983-3166 取寄せ 取寄せ 〇

106 大洋堂薬局　芝本町店 三島市芝本町１１－２７ 055-946-5400 取寄せ 取寄せ 〇

107 大洋堂薬局　谷田店 三島市谷田２３１－１ 055-946-6213 取寄せ 取寄せ

108 土佐谷薬局 三島市松本２－４ 055-981-2448 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

109 ながいき薬局 三島市谷田２３３－１７ 055-983-5030 取寄せ 常時 〇

110 原田薬局　広小路店 三島市広小路町６－２２ 055-941-6420 取寄せ 〇

111 ふたば薬局 三島市寿町３－３８ 055-973-3477 取寄せ 取寄せ 〇

112 ポプラ薬局　壱町田店 三島市壱町田７８－１ 055-980-4100 取寄せ 〇

113 ポプラ薬局　三島徳倉店 三島市徳倉４－１３－１９ 055-980-0021 取寄せ 取寄せ

114 ポプラ薬局　東本町店 三島市東本町１－１６－２９ 055-991-2181 常時

115 ポプラ薬局　萩店 三島市萩２５９－４ 055-980-5955 取寄せ 取寄せ

116 三島ベリー薬局 三島市文教町１－２－１２ 055-946-5967 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

117 三島薬局 三島市北田町２－２０ 055-975-0240 取寄せ 取寄せ 〇

118 みしま岩田薬局 三島市一番町１７－５０ 055-973-0844 取寄せ 〇

119 御園薬局 三島市御園４７１－１２ 055-977-7080 取寄せ 取寄せ 〇

120 メイプル薬局　三島店 三島市東本町２－４－３３ 055-991-5050 取寄せ 〇※ ※要予約

121 メイプル薬局　三島東町店 三島市東町１－２０ 055-991-2800 常時 取寄せ 〇

122 めぐみ薬局 三島市大場３９９－４ 055-982-5660 取寄せ 取寄せ 〇

123 メディオ薬局　三島南町店 三島市南町８－９ 055-983-5555 〇

124 薬局ユニオン 三島市東本町１－２－６英光ビル１０７号 055-973-6767 〇

125 ユーアイ薬局　三島駅前店 三島市一番町１５－２１マスダビル２階２０１ 055-941-7967 取寄せ

126 あしたか薬局 裾野市佐野１４７１－１ 055-955-7416 常時

127 アリスいわた薬局 裾野市深良４４４－１ 055-993-6868 常時※ 取寄せ 〇 ※チャンピックスのみ在庫有
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128 アリス薬局 裾野市佐野９２４－４ 055-995-0608 取寄せ 〇

129 ウエルシア薬局　裾野深良店 裾野市深良８０１－１ 055-995-1791 取寄せ 常時 〇

130 ウエルシア薬局　裾野南店 裾野市伊豆島田２５０１ 055-995-1595 取寄せ 常時 〇

131 うさぎ薬局　裾野店 裾野市伊豆島田８３１－２ 055-941-6110 取寄せ 取寄せ

132 金時堂須賀薬局 裾野市佐野８０７－１４ 055-993-0189 取寄せ 〇※ ※要予約

133 金時堂須賀薬局　南支店 裾野市平松５２２－１４ 055-992-7222 常時 取寄せ 〇※ ※要予約

134 クリエイトエス・ディー　裾野茶畑店 裾野市茶畑３６－１ 055-995-1340 取寄せ 常時 〇

135 すその薬局 裾野市佐野７０９－５ 055-992-6060 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

136 つばさ深良薬局 裾野市深良８０４－７ 055-993-9262 取寄せ 〇

137 つばさ薬局　佐野店 裾野市佐野１０４０－８ 055-992-6600 取寄せ 取寄せ 〇

138 つばさ薬局　裾野店 裾野市茶畑字金沢１４９９－５ 055-993-6886 常時 取寄せ 〇

139 ファーマライズ薬局　裾野店 裾野市茶畑１３６８－１１ 055-994-1281 常時 〇

140 むさしの薬局　裾野店 裾野市佐野１０３８－２ 055-995-4539 取寄せ 〇

141 メイプル薬局　裾野店 裾野市伊豆島田８１０－８ 055-993-6767 常時※ ※要問合せ

142 メディオ薬局　裾野御宿店 裾野市御宿３３０－５ 055-994-9900 取寄せ

143 天城薬局 伊豆市松ケ瀬５０－３ 0558-87-1797 取寄せ 常時 〇

144 ウエルシア薬局　伊豆修善寺店 伊豆市柏久保１３１１ 0558-74-2890 取寄せ 常時

145 うさぎ薬局　修善寺店 伊豆市小立野９０－１ 0558-73-2345 常時 常時 〇

146 グリーン原田薬局 伊豆市関野２９－１ 0558-75-2025 取寄せ 取寄せ 〇

147 諏訪薬局　土肥店 伊豆市土肥４４９－４ 0558-97-3022 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

148 田方協立薬局 伊豆市小立野８３－２ 0558-72-3999 常時 取寄せ 〇

149 原田薬局　修善寺店 伊豆市柏久保６３６－１１ 0558-72-2008 常時 〇

150 はるな薬局　修善寺店 伊豆市柏久保６３６－４ 0558-88-9321 〇

151 ミヤザワ薬局支店 伊豆市柏久保５０２－１ 0558-72-2231 常時※ ※チャンピックスのみ在庫有

152 若葉薬局 伊豆市加殿４６－１９ 0558-73-1699 常時 取寄せ 〇※ ※要予約

153 あづさ薬局 伊豆の国市南條１６４３ 055-940-2550 取寄せ 取寄せ 〇

154 岩下薬局　江間店 伊豆の国市南江間１３０６－２ 055-947-1130 取寄せ 取寄せ 〇

155 岩下薬局　大仁店 伊豆の国市大仁３８２－１ 0558-76-7370 取寄せ 取寄せ 〇

156 うさぎ薬局　大仁店 伊豆の国市吉田３５４－４ 0558-75-5520 常時 取寄せ 〇※ ※要問合せ

157 小川薬局 伊豆の国市四日町８７３ 055-949-1064 常時 〇

158 おちあい薬局 伊豆の国市田京３０２－３２ 0558-76-1280 取寄せ 取寄せ 〇

159 おちあい薬局　田京店 伊豆の国市田京１４４－１ 0558-76-3775 取寄せ 〇



NO 店舗名称 店舗所在地 電話番号 処方薬 市販薬 禁煙相談 備考

160 こな薬局 伊豆の国市古奈２０９－２ 055-948-6720 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

161 サトウ薬局 伊豆の国市長岡１１１７－９ 055-948-0606 取寄せ 取寄せ

162 鈴木薬局 伊豆の国市田京２７１－２０ 0558-76-8800 取寄せ 取寄せ 〇

163 中薬局 伊豆の国市中西小田前８９４－６ 055-949-7782 取寄せ

164 はあと薬局　伊豆長岡店 伊豆の国市長岡８８８ 055-947-2228 取寄せ 取寄せ 〇

165 ももの木薬局　田京店 伊豆の国市田京１６５－１７ 0558-76-6868 取寄せ 取寄せ 〇

166 ヨゴサワ薬局 伊豆の国市韮山多田５１４－１ 055-949-0701 取寄せ

167 アサヒ函南薬局 田方郡函南町平井５９７－２ 055-979-6585 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

168 アリス薬局 田方郡函南町仁田３３－１ 055-979-3880 取寄せ 取寄せ 〇

169 ウエルシア薬局　ルピア函南店 田方郡函南町仁田７４－１ 055-970-2480 取寄せ 常時 〇

170 エンゼル薬局 田方郡函南町塚本９５２－１ 055-979-4151 取寄せ 取寄せ 〇

171 上沢薬局 田方郡函南町上沢８０－１８ 055-970-1200 取寄せ 取寄せ

172 函南鈴木薬局 田方郡函南町上沢２３３－２２ 055-978-6922 取寄せ 常時 〇※ ※要予約

173 函南ベリー薬局 田方郡函南町大竹１６８－６ 055-944-6146 取寄せ 取寄せ 〇

174 函南薬局 田方郡函南町間宮８９５－７ 055-977-7234 常時 取寄せ 〇

175 スギ薬局　函南西店 田方郡函南町間宮３２９－１ 055-945-9850 取寄せ 常時 〇

176 田方薬局 田方郡函南町平井８３２－４４ 055-979-6868 取寄せ 〇※ ※要予約

177 まちの薬局　塚本店 田方郡函南町塚本２３６－１ 055-979-1290 取寄せ 〇※ ※要予約

178 峰薬局 田方郡函南町肥田３５６－１２ 055-970-2727 取寄せ 〇※ ※要予約

179 あい・ハート薬局　堂庭店 駿東郡清水町堂庭１８４－８ 055-946-5273 取寄せ 取寄せ 〇

180 アクア薬局 駿東郡清水町伏見５１－１ 055-957-7061 常時 常時 〇

181 ウエルシア薬局　清水町新宿店 駿東郡清水町新宿２２１－１ 055-991-5142 取寄せ 常時 〇

182 ウエルシア薬局　清水町堂庭店 駿東郡清水町堂庭２０９－２ 055-991-7005 取寄せ 常時 〇

183 ウエルシア薬局　清水町伏見店 駿東郡清水町伏見６４９－６ 055-976-3241 取寄せ 〇※ ※要予約

184 うさぎ薬局　堂庭店 駿東郡清水町堂庭８８－８ 055-955-9531 常時 取寄せ 〇

185 サンライズ薬局　徳倉店
駿東郡清水町徳倉６１６－１
ＭＥＤＩＣＡＬ ＴＯＫＵＲＡ１階 055-931-2955 〇※ ※要予約

186 とくら薬局 駿東郡清水町徳倉１００６－１ 055-935-5001 取寄せ 取寄せ 〇

187 トマト薬局　久米田 駿東郡清水町久米田１５８－１５ 055-991-1502 取寄せ 〇※ ※要予約

188 沼津薬剤師会センター薬局 駿東郡清水町長沢字仲原８７１－２ 055-973-1005 取寄せ 〇

189 まごころ薬局　清水町店 駿東郡清水町柿田１８１－１０ 055-941-7677 常時

190 メディオ薬局　柿田店 駿東郡清水町柿田１６１－１ 055-983-1188 取寄せ 取寄せ 〇

191 メディオ薬局　長沢店 駿東郡清水町長沢２５６－１ 055-983-5858 取寄せ 取寄せ 〇
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192 メディオ薬局　伏見店 駿東郡清水町伏見７８８－１ 055-991-5000 常時 〇

193 ウエルシア薬局　長泉桜堤店 駿東郡長泉町桜堤２－６－１ 055-980-5288 取寄せ 常時 〇

194 ウエルシア薬局　長泉納米里店 駿東郡長泉町納米里７３－１５ 055-980-5717 取寄せ 常時 〇

195 うさぎ薬局　長泉店 駿東郡長泉町南一色２８３－１ 055-980-6820 常時 取寄せ 〇

196 うさぎ薬局　なめり店 駿東郡長泉町上土狩６９－１８ 055-988-8090 取寄せ 〇※ ※要予約

197 小島薬局　サクラ店 駿東郡長泉町桜堤１－８－１３ 055-980-6700 取寄せ 取寄せ 〇

198 コスモス薬局　長泉町店 駿東郡長泉町下土狩４－８ 055-991-5545 取寄せ 取寄せ 〇

199 さつき薬局 駿東郡長泉町中土狩５６０－１ 055-986-5600 常時※ 取寄せ ※チャンピックスのみ在庫有

200 すずらん薬局 駿東郡長泉町下土狩３４６－１０ 055-986-5818 取寄せ 〇※ ※要予約

201 すみれ薬局　竹原店 駿東郡長泉町竹原３９７－３ 055-981-8880 取寄せ 取寄せ 〇※ ※要予約

202 するが薬局 駿東郡長泉町南一色４２５－７ 055-988-3312 常時 〇※ ※要予約

203 ナメリ薬局 駿東郡長泉町納米里５１２－１２ 055-999-1193 取寄せ 取寄せ 〇

204 のあき薬局 駿東郡長泉町下土狩１２９７ 055-989-5464 取寄せ 〇

205 メディオ薬局　長泉本宿店 駿東郡長泉町本宿岸田３１４－５ 055-980-5770 取寄せ 〇

206 メディオ薬局　納米里駅前店 駿東郡長泉町納米里６７－３ 055-988-8883 取寄せ

207 ローソンクオール薬局　長泉本宿店 駿東郡長泉町本宿５３４－１ 055-980-4189 取寄せ 取寄せ 〇

薬局名では（有）（株）等は省略してあります。



                  禁煙に関する相談【東部保健所（東部健康福祉センター）管内】

市町名 担当課 ＴＥＬ E-mail 所在地

沼 津 市 健康づくり課 055-951-3480 kenkou@city.numazu.lg.jp 〒410-0881　沼津市八幡町97　沼津市保健センター

三 島 市 健康づくり課 055-973-3700 kenkou@city.mishima.lg.jp 〒411-0832　三島市南二日町8-35　三島市立保健センター

裾 野 市 健康推進課 055-992-5711 kenko@city.susono.shizuoka.jp 〒410-1117　裾野市石脇524-1　福祉保健会館

伊 豆 市 健康支援課 0558-72-9861 kenko@city.izu.shizuoka.jp 〒410-2413　伊豆市小立野38-2　生きいきプラザ

伊 豆 の 国 市 健康づくり課 055-949-6820 kenkou@city.izunokuni.shizuoka.jp 〒410-2123　伊豆の国市四日町302-1　韮山福祉・保健センター

函 南 町 健康づくり課 055-978-7100 kenkou@town.kannami.shizuoka.jp 〒419-0107　田方郡函南町平井717-28　保健福祉センター　

清 水 町 健康福祉課 055-981-8206 kenko@town.shimizu.shizuoka.jp 〒411-8650　駿東郡清水町堂庭210-1　清水町役場

長 泉 町 健康増進課 055-989-8769 seijin@town.nagaizumi.lg.jp 〒411-0933　駿東郡長泉町納米里549　ウェルピアながいずみ

静 岡 県 東 部 保 健 所
(東部健康福祉センター)

健康増進課 055-920-2112 kftoubu-kenzou@pref.shizuoka.lg.jp 〒410-8543　沼津市高島本町1-3（東部総合庁舎)

お近くの医療機関や薬局のほかに、保健所や市町健康づくり担当課でも相談をお受けします。
どうぞ、お気軽にご連絡をください。


