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８
月
９
日﹇
振
休
・
月
﹈

眼 小島眼科医院
坪井4丁目 ☎（344）8858

胃･外 成田クリニック
江津1丁目 ☎（363）7771

小･婦 長嶺そよかぜクリニック
月出6丁目 ☎（285）4123

泌 ひらやまクリニック
武蔵ヶ丘5丁目 ☎（337）8838

産･婦 ウィメンズクリニック グリーンヒル
戸島西3丁目 ☎（360）5511

子飼歯科医院
西子飼町

歯
（夜間） ☎（344）9149

内 中村内科医院
健軍4丁目 ☎（367）0701

耳鼻咽喉 唐木クリニック
琴平本町3丁目 ☎（366）1187

整 つきで整形外科
月出1丁目 ☎（213）1666

整 森田整形外科医院
植木町一木 ☎（273）1011

内 虹クリニック
薄場3丁目 ☎（357）7500

内 嶋田病院
練兵町 ☎（324）3515

伊東歯科口腔病院
子飼本町

歯
（昼間） ☎（343）0377

胃･内 小山胃腸科内科クリニック
水前寺公園 ☎（381）7273

８
月
８
日﹇
祝
・
日
﹈

前野胃腸科クリニック
平成2丁目 ☎（370）1511

胃･外･内眼 出田眼科病院
西唐人町 ☎（325）5222

内 阿部内科医院
本荘6丁目 ☎（362）4008

伊東歯科口腔病院
子飼本町

歯
（昼間） ☎（343）0377

内･胃 あだち内科胃腸科
龍田7丁目 ☎（338）1888婦･皮 よしむら産婦人科皮ふ科クリニック

子飼本町 ☎（345）8300

梶原歯科医院
戸島3丁目

歯
（夜間） ☎（388）2224

脳･外 水前寺脳神経外科医院
水前寺3丁目 ☎（384）0186

耳鼻咽喉 かみくまもと耳鼻咽喉科
段山本町 ☎（288）3387

整 大宮整形外科医院
南高江7丁目 ☎（358）3166

内･外･胃 中垣胃腸科医院
植木町植木 ☎（273）1555

脳 桜間脳神経外科
妙体寺町 ☎（343）2511

外･内 すどう・きたの医院
新大江1丁目 ☎（364）3635

８
月
15
日﹇
日
﹈

北部脳神経外科・神経内科
楠野町 ☎（275）2468

脳･神内眼 呉服町診療所
呉服町 ☎（325）0200

外 豊田消化器外科医院
江津1丁目 ☎（371）4835

小 みやざきこどもクリニック
東町4丁目 ☎（368）0390

堀川歯科診療所
三郎1丁目

歯
（昼間） ☎（381）5346

泌･内･皮 武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

産婦･麻 八木産婦人科医院
水前寺1丁目 ☎（383）2311

ムサシ歯科クリニック
武蔵ヶ丘4丁目

歯
（夜間） ☎（338）5959

外･内 松本外科内科医院
新市街 ☎（352）0338

耳鼻咽喉 神崎耳鼻咽喉科医院
水前寺5丁目 ☎（381）1773

整･外 松元整形・外科
飛田4丁目 ☎（345）3993

整･内･
小･ﾘﾊ

新生整形外科医院
植木町正清 ☎（274）6253

内･胃･呼 西村クリニック
武蔵ヶ丘9丁目 ☎（337）6600

肛･消･
内･外

大腸肛門科上野クリニック
本荘町 ☎（371）2020

●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。

小 うしじま小児科クリニック
城南町下宮地居屋敷

☎0964
（26）2511

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


