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熊本市
年末年始
休日在宅医

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。

歯
科
診
療

12/30の0:00～
1/4の8:00　24時間対応

0:00～8:00

8:00～16:00

8:00～16:00

8:00～16:00

8:00～16:00

8:00～16:00

16:00～24:00

16:00～24:00

16:00～24:00

16:00～24:00

0:00～8:00

0:00～8:00

16:00～24:00

0:00～8:00

0:00～8:00

12
月
30
日

12
月
31
日

1
月
1
日

河野歯科医院

中川歯科

ひかる歯科ちえこども歯科

中川歯科

古川歯科医院

髙木歯科クリニック

子飼歯科医院

髙木歯科クリニック

にのみや歯科医院

ステラデンタルクリニック

ひかる歯科ちえこども歯科

子飼歯科医院

えがしら歯科クリニック

いのくち歯科クリニック

ひかる歯科ちえこども歯科

伊東歯科口腔病院

川尻6丁目

楠2丁目

国府2丁目

長嶺東7丁目

国府2丁目

西子飼町

武蔵ヶ丘4丁目

長嶺東7丁目

田崎町

出水2丁目

西子飼町

出水2丁目

大江5丁目

神水1丁目

国府2丁目

子飼本町

（357）9256

（339）0111

（364）1180

（388）1234

（364）1180

（344)9149

（338）9631

（388）1234

（322）9334

（212）7383

（344）9149

（212）7383

（284）4111

（386）8008

（364）1180

0:00～8:00 ステラデンタルクリニック 神水1丁目 （386）8008

（343）0377

1
月
2
日

1
月
3
日

4
日

●12月30日（木）は29P／12月31日（金）、1月1日（祝・土）、2日（日）は31Ｐ

※１月４日（火）からの診療については、かかりつけ医にご確認ください。

熊本機能病院

循内･脳内 杉村病院

山室6丁目 （345）8111

楠7丁目 （339）1161内･外 武蔵ヶ丘病院

本荘3丁目 （372）3322
0：00
～
8：00

整･内

1
月
3
日（
月
）

福田病院

西日本病院

青磁野リハビリテーション病院

北部脳神経外科・神経内科

くまもと森都総合病院

みらい小児科クリニック

耳鼻咽喉 くまもと令和クリニック

新町2丁目 （322）2995

八反田3丁目 （380）1111

島崎2丁目 （354）1731

楠野町 （275）2468

大江3丁目 （364）6000

大江1丁目 （361）3939

西唐人町 （325）5222

8：00～
20：00

眼 出田眼科病院

新市街 （354）0055

9：00
～

17：00

熊本地域医療センター小･内･外0：00～24：00
（24時間対応）

8：00
～

24：00

ひらやまクリニック

熊本脳神経外科病院

産･婦 福田病院

本荘5丁目 （363）3311

武蔵ヶ丘5丁目 （337）8838

本荘6丁目 （372）3911

新町2丁目 （322）2995

内

内

脳外

外･整

小

小

泌

脳外

0：00
～
8：00

1
月
4
日（
火
）

熊本地域医療センター小･内･外0：00～24：00
（24時間対応）

熊本脳神経外科病院

産･婦 福田病院

本荘5丁目 （363）3311

本荘6丁目 （372）3911

新町2丁目 （322）2995

脳外

★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ください。
★都合により医療機関変更の場合があります。必ず電話で確認の上、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。


