
■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

TEL.096-359-3311
■配布に関するお問い合わせ（土日・祝休）

月～金／9:30～12:00・13:00～17:30 （土日祝休）月～金／9:30～18:30、土／9：30～12：00 （日祝休）
TEL.096-359-3611

2021年7月24日号〈32Ｐ〉

〇リビング新聞は仙台から鹿児島まで全国51エリア（版）、683万部をネットワークしています。
○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

住所／〒860-8511 熊本市中央区新市街7-20 ヴィレラ辛島2階
●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

熊本市 休日在宅医
★発熱等の症状がある場合、受診する前に必ず医療機関に
   電話相談して下さい。
★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。
★情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会
　最新情報は、熊本市ホームページの「休日当番医」で確認できます。
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７
月
23
日﹇
祝
・
金
﹈

武蔵ヶ丘病院
楠7丁目 ☎（339）1161

内・外眼 熊本眼科医院
九品寺2丁目 ☎（371）6133

循・内
福島循環器科内科医院
健軍1丁目 ☎（367）9655

小 藤川医院
水源1丁目 ☎（368）2447

整 南熊本病院
南熊本3丁目 ☎（366）1268

婦 ソフィアレディースクリニック水道町
水道町 ☎（322）2996

おおつか歯科医院
麻生田2丁目

歯
（夜間） ☎（215）8070

循・呼・消・内 村上内科循環器科医院
本山4丁目 ☎（353）6201

耳鼻咽喉・アレ 江津耳鼻咽喉科･アレルギー科クリニック
江津4丁目 ☎（370）8770

眼 よねむら眼科クリニック
植木町広住 ☎（275）5211

内・外 田原坂クリニック
植木町平原 ☎（272）5487

泌 熊本泌尿器科病院
新町4丁目 ☎（354）6781

内・小 柏木医院
坪井2丁目 ☎（343）5108

伊東歯科口腔病院
子飼本町

歯
（昼間） ☎（343）0377

内 熊本第一病院
田迎町田井島 ☎（370）7333

7
月
22
日﹇
祝
・
木
﹈

みすみ胃腸科外科
富合町杉島 ☎（358）1700

胃内・胃外・内眼 いのまた眼科
下江津4丁目 ☎（273）8823

内・小・消 新町いえむらクリニック
新町1丁目 ☎（353）5656

小・小外 ひぐち小児科・小児外科
花立5丁目 ☎（331）0021

伊東歯科口腔病院
子飼本町

歯
（昼間） ☎（343）0377

泌 あけぼのクリニック
白藤5丁目 ☎（358）7211産･婦 慈恵病院

島崎6丁目 ☎（355）6131

アイ歯科・矯正歯科クリニック
帯山1丁目

歯
（夜間） ☎（383）7070

内 沢田内科医院
帯山4丁目 ☎（382）6401

耳鼻咽喉・アレ いちょうの森クリニック
画図町大字重富 ☎（201）8700

整 アラキ整形外科 
春日3丁目 ☎（326）8000

内 いちもり内科・糖尿病内科クリニック
植木町舞尾 ☎（272）3333

内･胃・外 砥上内科胃腸科医院
黒髪6丁目 ☎（345）8211

内・小・循 八王寺町クリニック
八王寺町 ☎（378）6880

７
月
25
日﹇
日
﹈

きはら循環器科内科
黒髪1丁目 ☎（343）0511

循・内眼 健軍桜木眼科
桜木1丁目 ☎（365）2200

内・心 やまもと内科・心療内科
京塚本町 ☎（383）3831

小 みうら小児科クリニック
下江津7丁目 ☎（379）0055

森都心歯科クリニック
春日1丁目

歯
（昼間） ☎（356）8118

泌 健軍熊本泌尿器科
健軍3丁目 ☎（331）7477

産･婦 福田病院
新町2丁目 ☎（322）2995

大村歯科医院
清水亀井町

歯
（夜間） ☎（344）1238

外・胃・内 東病院
出仲間5丁目 ☎（378）2222

耳鼻咽喉 黄医院
新町1丁目 ☎（354）6383

整・内 橋本整形外科内科
改寄町 ☎（272）0052

泌 植木いまふじクリニック
植木町一木 ☎（272）5100

内･小 おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066

内 片岡内科医院
八幡11丁目 ☎（357）8155


