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4月28日（日） 4月29日（月・祝）

4月30日（火・国民の休日）

熊本市

■必ず電話で確認の上、お出かけ下さい
　市歯科医師会ＨＰもご確認ください

5月3日は41ページ、5月4日は40ページ、
5月5日は39ページ、5月6日は38ページに掲載 

眼 呉服町診療所 呉服町 （325）0200

耳鼻咽喉
かみくまもと
耳鼻咽喉科 段山本町 （288）3387

婦 ソフィアレディース
クリニック水道町 水道町 （322）2996

小 駒木小児科
クリニック

上水前寺
2丁目 （383）8711

内･消内 おみね
田中クリニック 小峯2丁目（331）0303

胃･内 服部胃腸科 新町2丁目（325）2300

外･内 松本外科内科医院 新市街 （352）0338

内･消内・
放 近見医院 近見8丁目（358）1008

内 直海内科クリニック 本山町 （352）6631

胃･外･内 森永上野
胃・腸・肛門科 坪井6丁目（346）0111

泌･内 水上医院 黒髪6丁目（343）2913

整 南熊本病院 南熊本
3丁目 （366）1268

整･内･
小･ﾘﾊ 新生整形外科医院 植木町

正清 （274）6253

皮 下村皮ふ科
クリニック

植木町
滴水 （275）1170

内･外 小林病院 城南町
隈庄

0964
（28）2025

歯
（昼間） 伊東歯科口腔病院 子飼本町（343）0377

歯
（夜間） 出口歯科医院 神水１丁目（３８１）８２４７

小 みやざき
こどもクリニック 東町4丁目（368）0390

5月1日（水・祝）
眼 越山眼科医院 錦ヶ丘 （368）2468

耳鼻咽喉 木下
耳鼻咽喉科医院 清水亀井町 （344）1303

産･婦 田代産婦人科医院 大江4丁目 （362）1414

小・内 もとむら
小児クリニック 新外4丁目 （365）7711

内･小 石原・伊牟田内科 水前寺2丁目（383）3448

内･消内･
呼内 田中内科クリニック 戸島西3丁目（388）1122

胃･外 成田クリニック 江津1丁目 （363）7771

内･小 宮本内科
小児科医院 細工町 （325）7100

皮 佐藤皮膚科医院 南熊本5丁目（371）3933

内･小 中嶋内科 硯川町 （245）0005

整 つきで整形外科 月出1丁目 （213）1666

小 いしばし小児科 津浦町 （211）1115

内 桑原内科
小児科医院 植木町岩野 （273）3330

外･内 田原坂クリニック 植木町平原（272）5487

外 藤田外科医院 植木町滴水（272）1527

眼 宮崎眼科医院 植木町植木 （272）1027

産婦人科 清田産婦人科医院 植木町一木 （273）4111

眼 外科眼科何医院 幸田2丁目 （378）5171

耳鼻咽喉 神崎
耳鼻咽喉科医院 水前寺5丁目（381）1773

産・婦 北熊本
井上産婦人科医院 鶴羽田1丁目（345）3911

小 みらい小児科
クリニック 新大江1丁目（361）3939

内･小 グレース
メディカルクリニック 佐土原1丁目（360）9013

内 山田内科医院 保田窪本町 （382）2700

皮 水前寺皮フ科医院 水前寺2丁目（382）4551

内・外・
リハ えがしらクリニック 画図町重富 （214）8787

外･胃 山口病院 田崎3丁目 （356）0666

脳 桜間脳神経外科 妙体寺町 （343）2511

泌･内 宇土泌尿器科
内科クリニック 砂原町 （227）0788

整 大宮整形外科医院 南高江7丁目（358）3166

産婦人科 清田産婦人科医院 植木町一木 （273）4111

内 桑原内科小児科医院 植木町岩野（273）3330

内 植木シルバー
クリニック 植木町岩野（273）1333

外･内 田原坂クリニック 植木町平原（272）5487

内 くまもと
南部広域病院 城南町舞原

0964
（28）2555

整 森田整形外科医院 植木町一木（273）1011

小 うしじま小児科
クリニック

城南町
下宮地

0964
（26）2511

整･内･
小･ﾘﾊ 新生整形外科医院 植木町正清 （274）6253

内 植木
いまふじクリニック 植木町一木 （272）5100

5月2日（木・国民の休日）
眼 ひかり眼科クリニック 南高江7丁目（358）1511

耳鼻咽喉 熊谷
耳鼻咽喉科医院 南坪井町 （352）1521

婦・皮 よしむら産婦人科
皮ふ科クリニック 子飼本町 （345）8300

小 池沢小児科医院 野中1丁目 （354）6123

内･小 おかもとクリニック 月出2丁目 （386）5553

内 鶴田病院 保田窪本町 （382）0500

内･小･循 八王寺町クリニック 八王寺町 （378）6880

内･循 和田医院 川口町 （223）0019

内 はせがわクリニック 春日7丁目 （322）7701

内・小 おおゆみクリニック 楡木2丁目 （339）3066

泌 川野病院 大江6丁目 （366）3275

整 河野整形外科医院 世安町 （362）2811

内 桑原内科
小児科医院 植木町岩野 （273）3330

整･内･
小･ﾘﾊ 新生整形外科医院 植木町正清（274）6253

外･内 田原坂クリニック 植木町平原（272）5487

整 森田整形外科医院 植木町一木 （273）1011

産婦人科 清田産婦人科医院 植木町一木 （273）4111

内 師井医院 植木町植木（272）0030

内 にしくまもと病院 富合町古閑（358）1118

内･外 小林病院 城南町隈庄 0964
（28）2025

4月29日（月・祝）
眼 小島眼科医院 坪井4丁目（344）8858

耳鼻咽喉 唐木クリニック 琴平本町 （366）1187

産・婦 福田病院 新町
2丁目 （322）2995

小 さくら小児科 出仲間
9丁目 （379）6573

内･小･循 つるはらクリニック 上南部
2丁目 （227）7100

内 くまもと
森都総合病院 大江3丁目（364）6000

内 ふじの医院 良町1丁目 （214）8990

内 天神内科医院 大江6丁目（366）2233

内 田島医院 田崎3丁目（352）2433

内 仁誠会クリニック
黒髪 黒髪6丁目 （345）6533

4月30日（火・国民の休日）

内･外 小林病院 城南町隈庄 0964
（28）2025

整･ﾘﾊﾋ ﾘ゙ 大隈整形外科医院 城南町千町 0964
（28）6600

内 熊本光洋台病院 城南町
今吉野

0964
（28）6000

内 にしくまもと病院 富合町古閑（358）1118

小 はらぐち
こどもクリニック 麻生田2丁目（386）3211

歯
（昼間） 伊東歯科口腔病院 子飼本町 （３４３）０３７７

歯
（夜間） 田上歯科医院 錦ケ丘 （３６８）２２０９

泌 ひらやまクリニック 武蔵ケ丘
5丁目 （337）8838

整 おおつか整形外科 御領2丁目 （388）1577

内 桑原内科小児科医院 植木町岩野（273）3330

内･小･外 下田クリニック 城南町
さんさん1丁目

0964
（28）2001

歯
（昼間） 伊東歯科口腔病院 子飼本町 （３４３）０３７７

歯
（夜間） 田ノ上歯科医院 池田３丁目 （３２５）５９１１

小･胃･外 上原胃腸科外科
小児科クリニック 武蔵ヶ丘1丁目（337）3884

GWの休日在宅医

整･ﾘﾊﾋﾞﾘ 大隈整形外科医院 城南町千町 0964
（28）6600

内･小･外 下田クリニック 城南町
さんさん1丁目

0964
（28）2001

歯
（昼間） 伊東歯科口腔病院 子飼本町 （343）0377

内・呼 たまのい内科
クリニック（12：30まで） 城南町阿高

0964
（28）1555 

歯
（夜間） まちのはいしゃさん 島町４丁目 （３２０）４３１１

小 福田病院
(小児科のみ） 新町2丁目 （322）2995

整 森田整形外科医院 植木町一木（273）1011

内･外 小林病院 城南町隈庄 0964
（28）2025

5月1日（水・祝）

（381）6561
歯

（夜間） 椿歯科クリニック 水前寺３丁目

歯
（昼間） 伊東歯科口腔病院 子飼本町 （343）0377

情報提供／
熊本市、熊本市歯科医師会

●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

整･ﾘﾊﾋﾞﾘ 大隈整形外科医院 城南町千町 0964
（28）6600

休刊の
お知らせ

リビング熊本

5月11日号は通常通り配布します
今週号では 4月 27日～ 5月 10日分のテレビ番組表を掲載しています

■配布に関するお問い合わせ／リビングプロシード
                           TEL.096-359-3611〈土日・祝休〉

5月 4日号は休刊です


