
たけしたこども医院（小） 三股町 ５１－０００５
有川呼吸器内科医院（内・呼） 上川東 ２４－６６７７
いづみ内科医院（内） 鷹尾 ２２－７１１１
三州病院（胃・外・内） 花繰町 ２２－０２３０
ながはま整形外科（整） 都北町 ４６－７１８８
岩下耳鼻咽喉科（耳鼻） 三股町 ５１－１１８７
タケザキデンタルクリニック（歯）北原町 ２３－８１１０

沖水こどもクリニック（小） 太郎坊町 ２７－５６５６ 志々目医院（内・小） 山之口町 ５７－２００４
松山医院（内・呼・リウ） 上川東 ２４－１０４６ 村上循環器内科クリニック（循・内）宮丸町 ２５－２７００
大岐医院（内・胃） 山之口町 ５７－２０２５ 戸嶋病院（内） 郡元町 ２２－１４３７
安藤胃腸科外科医院（外・消・内）豊満町 ３９－２２２６ 吉松病院（外・整） 蔵原町 ２５－１５００
よしかわクリニック（麻・整・内）前田町 ２３－９３８４ 横山病院（泌） 都島町 ２２－２８０６
くぼた眼科（眼） 南鷹尾町 ２６－３１００ たき心療内科クリニック（心・精・神）若葉町 ４６－９１９１
園田鷹尾歯科医院（歯） 南鷹尾町 ２３－９５６４ 今西歯科クリニック（歯） 高崎町 ６２－０１０８
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日
（日

29

）
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（日

診療時間／9時～18時まで（歯科は17時まで）　※医療機関は変更することがあります。
◎ＴＥＬ・ＦＡＸをご利用で、休日・夜間に受診可能な在宅当番医・休日夜間急患セン
ターなどの情報を知りたい時は…　ＴＥＬ・ＦＡＸ／０９８５─８８─００１５

■詳しくは医師会事務局まで
　ＴＥＬ／２３─５５５５（歯科はＴＥＬ／２５─４１００）
　※こちらの案内はきりしまフォーラムの
　　ホームページでもご覧いただけます。

【12月度予定】

※最新情報はこちらをご覧ください▲

ふくしまクリニック（内・消・小）下川東 ４６－５００１ はしぐち小児科（小） 都原町 ２４－５５００
宮永病院（内・胃・外） 松元町 ２２－２０１５ ベテスダクリニック（内） 年見町 ２２－１７００
宇宿医院（内・胃・消） 栄町 ２５－９０３１ 長倉医院（内） 三股町 ５２－２１０９
もりやま脳神経外科（脳） 久保原町 ２１－６８８８ 山路医院（外・内） 山田町 ６４－３１３３
寺本整形外科医院（整） 北原町 ２２－１１７１ いき形成外科ひふ科クリニック（形・皮）年見町 ４５－００２０
いわよし耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻）千町 ３６－５５５５ 野田医院（産・婦） 蔵原町 ２４－８５５３
たぐち歯科医院（歯） 太郎坊町 ３８－３３３０ よしお歯科医院（歯） 吉尾町 ３６－７８０２
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日
（日

30

）
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（日

柳田病院（小・内） 東町 ２２－４８６２ 城南病院（内・小） 大王町 ２３－２８４４
田口循環器科・内科クリニック（内） 下川東 ２４－０６００ 森山内科・脳神経外科（内） 南鷹尾町 ２１－５０００
園田光正内科医院（内） 太郎坊町 ３８－５１１５ 海老原内科（内） 山田町 ６４－１２１１
川畑医院（外・胃） 年見町 ４６－３２２５ ＭＫクリニック（脳） 早鈴町 ５１－６７７７
ならはら皮膚科医院（皮） 志比田町 ２２－１４５５ なかむら整形外科クリニック（整）平江町 ３６－５３３３
吹上耳鼻咽喉科医院（耳鼻） 鷹尾 ２１－４１３３ あきづき医院（精） 上水流町 ３６－０５３４
財部歯科医院（歯） 都北町 ３８－０４６７ いちご歯科（歯） 乙房町 ５１－４１８２
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）
日
（日
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）
金
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）
日
（日

児玉小児科（小） 花繰町 ２５－５５７０ 久保原田中医院（内・小） 久保原町 ２２－７７００
瀬ノ口医院（内・消） 姫城町 ２５－５１５５ 柏村内科（内） 上町 ２２－２６１６
坂田医院（内・消・胃） 三股町 ５１－２００３ しげひらクリニック（内） 神之山町 ２７－５５５５
とまり内科外科胃腸科医院（内・外・胃）三股町 ５２－１１３５ 仮屋外科胃腸科医院（外・胃・内・肛）志比田町 ２５－７７１２
都城明生病院（泌・内） 金田町 ３８－１１２０ 江夏整形外科クリニック（整・リウ・リハ） 三股町 ５１－１１２２
西浦医院（耳鼻） 松元町 ２２－０７１５ 丸田病院（産・婦） 八幡町 ２３－７０６０
とほく歯科医院（歯） 都北町 ３８－４１８８ トキワ歯科医院 野々美谷町 ３６－０５５１

山内小児科医院（小） 上町 ２２－００４８ 早水公園クリニック（内・小・外・消・アレ） 早水町 ３６－６１１７
鵜木循環器内科医院（呼・内） 花繰町 ２６－０００８ 坂元医院（内・胃） 牟田町 ２２－０３６０
瀬ノ口内科放射線科医院（内） 都原町 ２５－７７８０ ライフクリニック（内） 安久町 ３９－２５２５
吉見クリニック（外・整・内） 高城町 ５８－５６３３ 野口脳神経外科（脳） 太郎坊町 ４７－１８００
きたむら皮膚科クリニック（皮・アレ）吉尾町 ３８－７３００ 橘病院（整） 中町 ２３－７２３６
いそいち産婦人科医院（産・婦）平塚町 ２２－４５８５ よしだ眼科クリニック（眼） 三股町 ７７－８８１７
井上歯科医院（歯） 前田町 ２２－３８８３ 田中歯科医院（歯） 早鈴町 ２５－６６７７
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政所医院（小・内） 高城町 ５８－２１７１ 仮屋医院（内・小） 上水流町 ３６－０５２１
野辺医院（内・胃） 上町 ２２－０１５３ 藤元上町病院（内） 上町 ２３－４０００
ホームクリニックみまた（内・呼）三股町 ５２－１３４８ 佐々木医院（内） 高崎町 ６２－１１０３
メディカルシティ東部病院（外）立野町 ２２－２２４０ はまだクリニック（外・胃・肛）祝吉町 ４５－２２６６
倉内整形外科病院（整） 上町 ２２－１２５２ 飯田整形外科クリニック（整） 上町 ４６－５１１５
小山田眼科医院（眼） 松元町 ２２－０７１０ やの耳鼻咽喉科（耳鼻） 吉尾町 ２７－５２２２
是枝歯科医院（歯） 上水流町 ３６－２２６０ 土持歯科クリニック（歯） 南鷹尾町 ２５－１５１５
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）
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畠中小児科医院（小） 三股町 ５２－６０００ 有馬医院（内・小） 上長飯町 ２３－２６１０
冨田医院（内） 栄町 ２３－４５８６ ゆうクリニック（内） 広原町 ４６－６１００
隅病院（内・胃） 高崎町 ６２－１１００ みしま内科クリニック（内・循）三股町 ５１－８１００
たかお浜田医院（外・内） 鷹尾 ２２－８８１８ 都北ごとうクリニック（外・消・呼・乳・肛） 都北町 ３８－６０６０
花房泌尿器科医院（泌） 北原町 ２５－１１７７ 池之上整形外科（整・リウ・リハ）上川東 ２３－２３１１
すみ産婦人科医院（産・婦） 東町 ２３－１１５２ 中山産婦人科医院（産・婦） 前田町 ２３－８８１５
土持歯科医院（歯） 上川東 ２５－８１４８ 時任歯科医院 鷹尾 ２４－７４７４

3

）
月
（
日 23

）
日
（日

9

）
日
（日

30

）
日
（日

【1月度予定】


