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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）

〒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8月11日号 〈32Ｐ〉

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

ごとう歯科医院
龍田４丁目 ☎（３３８）２５１１

歯
（夜間のみ）

眼
米村眼科医院
帯山2丁目 ☎（382）7190

伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

歯
（昼間のみ）

五島歯科医院
練兵町 ☎（356）4850

歯
（夜間のみ）

耳鼻咽喉
田崎橋耳鼻咽喉科クリニック
田崎2丁目 ☎（354）1133

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
さくらんぼこどもクリニック
帯山1丁目 ☎（340）0415

外
比企病院
尾ノ上3丁目 ☎（381）5151

心外
平山ハートクリニック
佐土原3丁目 ☎（367）8080

外･内
松本外科内科医院
新市街 ☎（352）0338

内
メディカルスクエア　九品寺クリニック
九品寺5丁目 ☎（364）1777

内
はせがわクリニック
春日7丁目 ☎（322）7701

内･小
まえだクリニック
龍田8丁目 ☎（338）1637

泌
あけぼのクリニック
白藤5丁目 ☎（358）7211

整
河野整形外科医院
世安町 ☎（362）2811

外
藤田外科医院
植木町滴水 ☎（272）1527

内･小
和漢堂　松田医院
城南町藤山 ☎0964（28）3331

内
たまのい内科クリニック
城南町阿高 ☎0964（28）1555

眼
やまのかみ眼科
山ノ神2丁目 ☎（214）6100

耳鼻咽喉
田中耳鼻咽喉科
新市街 ☎（354）0055

婦
ART女性クリニック
神水本町 ☎（360）3670

小・アレ
みずもとこどもクリニック
上代4丁目 ☎（325）1238

内・循内
虹の里クリニック
榎町 ☎（285）7707

脳･外･内
水前寺脳神経外科医院
水前寺3丁目 ☎（384）0186

肛･消･
内･外

大腸肛門科上野クリニック
本荘町 ☎（371）2020

内
熊本循環器科病院
御幸笛田2丁目 ☎（378）0345

内･呼
立石内科
春日1丁目 ☎（322）6565

内
なかむらファミリークリニック
武蔵ヶ丘7丁目 ☎（339）1711

整･外
松元整形・外科
飛田4丁目 ☎（345）3993

産婦人科
清田産婦人科医院
植木町一木 ☎（273）4111

●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
8月11日［土・祝］ 8月12日［日］

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。


