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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年9月16日号 〈32Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

大嶋歯科医院
坪井２丁目 ☎（343）7007

歯
（夜間のみ）

内
大林内科医院
内坪井町 ☎（352）0045

内･胃
たけの胃腸科内科
野口2丁目 ☎（320）2555

眼
よねざわ眼科
兎谷1丁目 ☎（343）0880

耳鼻咽喉
田崎橋耳鼻咽喉科クリニック
田崎2丁目 ☎（354）1133

産･婦
田代産婦人科医院
大江4丁目 ☎（362）1414

小
はらぐちこどもクリニック
麻生田2丁目 ☎（386）3211

内･小
石原・伊牟田内科
水前寺2丁目 ☎（383）3448

内
山本内科クリニック
健軍本町 ☎（331）5511

内･小･循
八王寺町クリニック
八王寺町 ☎（378）6880

泌･内･皮
武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

脳外・整
緒方脳神経外科医院
池田1丁目 ☎（353）5300

内
植木いまふじクリニック
植木町一木 ☎（272）5100

整形
にしくまもと病院
富合町古閑 ☎（358）1118

胃･内
花畑クリニック
花畑町 ☎（324）2861

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

アイ歯科・矯正歯科クリニック
帯山１丁目 ☎（383）7070

歯
（夜間のみ）

泌
ひらやまクリニック
武蔵ｹ丘5丁目 ☎（337）8838

内
仁誠会クリニック黒髪
黒髪6丁目 ☎（345）6533

眼
みやじま眼科
水源2丁目 ☎（331）8228

耳鼻咽喉
田中耳鼻咽喉科
新市街 ☎（354）0055

小･内
もとむら小児クリニック
新外4丁目 ☎（365）7711

内･心
やまもと内科・心療内科
京塚本町 ☎（383）3831

外･胃
田嶋外科内科医院
田崎2丁目 ☎（355）6900

胃･内
川原胃腸科内科
新町3丁目 ☎（352）0945

内
平成とうや病院
出仲間8丁目 ☎（379）0108

整
松原リウマチ科整形外科
月出5丁目 ☎（214）0551

内
植木シルバークリニック
植木町岩野 ☎（273）1333

内
深迫内科医院
富合町小岩瀬 ☎（357）3223

産･婦
うちの産婦人科
八幡5丁目 ☎（288）5566

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時 夜＝午後6時～午後11時

休日在宅医
9月17日［日］ 9月18日［祝・月］

熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

★都合により医療機関変更の場合があります。電話
で確認の上、お出かけ下さい。受診の場合は保険証
を持参して下さい。ない場合は自費診療となります。

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


