
○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）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2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

2018年7月21日号 〈32Ｐ〉
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熊本県では、子どもの急な病気に対する保護者等の不安の解消を図るために、県下全域を対
象に、短縮番号【＃8000】で、夜間、休日における小児救急に関する相談を受け付けています。

◆受付時間　
　平日／午後 7 時～翌朝 8 時まで
　土曜／午後 3 時～翌朝 8 時まで　
　日曜／午前 8 時～翌朝 8 時まで

◆相談料
　相談は無料（通話料は各自負担）

◆相談内容　
・お子さんの急な病気への対処方法や応急措置について
・受診可能な医療機関の情報
・夜間や休日に対応できる医療機関の情報

◆電話番号　
　＃8000（しゃーぷ はっせん）
＊携帯電話・スマートフォンからもつながります
＊ダイヤル回線、IP 電話、光電話の場合は、
　☎096（364）9999 まで

ご存じですか

「子ども医療電話相談事業（＃8000事業）」

ピュアデンタルクリニック
新大江２丁目 ☎（３７３）８０２０

歯
（昼間のみ）

こが歯科クリニック
黒髪３丁目 ☎（３４３）４６１８

歯
（夜間のみ）

眼
たさき眼科クリニック
田崎1丁目 ☎（245）7766

胃･内
イオンタウン田崎 総合診療クリニック
田崎町 ☎（353）2200

耳鼻咽喉
杉耳鼻咽喉科医院
月出1丁目 ☎（383）3087

産･婦
ゆのはら産婦人科医院
南熊本5丁目 ☎（372）1110

小
宮竹小児科医院
沼山津2丁目 ☎（360）2260

循･内
原口循環器科内科医院
保田窪2丁目 ☎（383）3880

内･小･消
新町いえむらクリニック
新町1丁目 ☎（353）5656

内
ふじの医院
良町1丁目 ☎（214）8990

内･胃･呼
西村クリニック
武蔵ヶ丘9丁目 ☎（337）6600

外･内
北部病院
四方寄町 ☎（245）1115

泌
川野病院
大江6丁目 ☎（366）3275

整
おおつか整形外科
御領2丁目 ☎（388）1577

整･内･
小･ﾘﾊ

新生整形外科医院
植木町正清 ☎（274）6253

整形
にしくまもと病院
富合町古閑 ☎（358）1118

7月22日［日］

●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

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

熊本市
★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。


