Kumamoto City

News Release
令和２年（２０２０年）１２月２５日

年末年始に利用できる医療機関について

熊本市では、例年、年末年始に市民の方々がいつでも安心して診療を受け
ることができる特別の救急医療体制をとっております。
令和２年（２０２０年）１２月３０日（水）午前０時～令和３年（２０２
１年）１月４日（月）午前８時までに利用できる医療機関の情報をお知らせ
します。

お問い合わせ先
熊本市保健所 医療政策課
課長 鮫島
担当 伊東
TEL 364-3186 FAX 371-5172

年末年始に利用できる医療機関
ほとんどの病院や診療所が年末年始は休みになりますが、熊本市では 12 月 30 日から 1 月 4 日の朝ま
で、下記のとおり、市民の皆さんが万一急病になった場合でも安心して診療が受けられる体制をとっています。
しかし、受診できる医療機関はとても少ないため、待ち時間が非常に長くなることが予想されます。あくまでも、
年末年始に急病になられた場合に利用するもので、緊急ではないのに、この期間だったら医療機関にかかりや
すいとか、昼間より夜中の方が待ち時間が短いのではなどといった受診は、絶対にしないでください。すでに体
調の悪い方は、早めにかかりつけの医療機関を受診してください。
また、年末近くに病院や診療所を受診された際は、年末年始の休診日や緊急の場合の連絡先などにつ
いて確認しておいてください。症状が改善しない場合や急に症状が悪くなった時はどうすればいいのか等、
医療機関に確認しておかれると安心です。手持ちの薬が休み期間中に切れないかの確認もお願いしま
す。
医療機関を受診される際は、事前に電話で確認をして、健康保険証とお薬手帳を忘れずにお持ちくだ
さい。
また、今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、発熱などの症状がある場合は、受診する前に必ず、医
療機関に電話相談して受診するようにしてください。相談する医療機関に迷う場合は、発熱患者専用電話に相談
ください。（発熱患者専用電話：0570-096-567）

◎在宅当番医（医療機関は別紙当番表のとおり）
12 月 30 日（水）から 1 月 3 日（日）まで、市内の内科系、外科系、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
泌尿器科の医療機関が交代で診療を行います。一部の診療科については、24 時間体制で診療にあたって
います。今回から、耳鼻咽喉科と眼科については、これまでの 24 時間診療から診察時間が短縮されていま
す。
◎熊本地域医療センター：363-3311 (熊本市中央区本荘 5 丁目 16-10)
診療科目：小児科・内科・外科
診療時間：12 月 30 日（水）午後 0 時から 1 月 4 日（月）午前 8 時まで、24 時間受診が可能です。
熊本地域医療センターは大変混雑しています。できるだけ在宅当番医を利用しましょう。
◎歯科
伊東歯科口腔病院：343-0377 (熊本市中央区子飼本町 4-14)
12 月 30 日（水）午前 0 時から 1 月 4 日（月）午前 8 時まで、24 時間受診が可能です。
在宅歯科当番医
当番医療機関は別紙当番表のとおりです。
なお、変更される場合がありますので、まず、電話で確認の上、受診してください。
◎保険薬局
くまもと中央薬局：363-7696 （熊本市中央区本荘 5 丁目 16-1 熊本地域医療センター隣）
12 月 29 日（火）午後 6 時から 1 月 4 日（月）午前 8 時まで、24 時間調剤が可能です。

裏へ続く

◎急患電話相談
熊本地域医療情報センター：363-3311 (熊本地域医療センター内）
12 月 30 日（水）午前 0 時から 1 月 4 日（月）午前 8 時まで、24 時間相談が可能です。
◎熊本県子ども医療電話相談
電話番号＃8000（ただし、ダイヤル回線電話、IP 電話、光電話からは 096-364-9999）。
12 月 29 日（火）午後 7 時から 1 月 4 日（月）午前 8 時まで、看護師が子ども（概ね中学生まで）の急病やケ
ガ等の相談に応じています。

【診療時間】12月30日(水)

9：00～17：00

8：00～20：00

眼

ひがし眼科医院

南区出仲間1-5-24

096-379-3737

内

沢田内科医院

中央区帯山4-21-22

096-382-6401

内

天神内科医院

中央区大江6-22-22

096-366-2233

内･小･循

八王寺町クリニック

中央区八王寺町16-73

096-378-6880

内･消内

わかばクリニック

東区若葉3-13-20

096-285-6014

内

桜十字病院

南区御幸木部1-1-1

096-378-1111

内

楢原医院

南区近見2-14-1

096-354-5768

内

川尻尾﨑内科

南区川尻5-1-62

096-357-9115

内

むさし内科クリニック

北区楠6-1-1

096-201-3700

内

中嶋内科

北区硯川町1134

096-245-0005

内

北部病院

北区四方寄町1281-3

096-245-1115

内

桑原内科小児科医院

北区植木町岩野457-5

096-273-3330

外・内

田原坂クリニック

北区植木町平原212

096-272-5487

整

大宮整形外科医院

南区南高江7-9-52

096-358-3166

整

大隈整形外科医院

南区城南町千町2052-2

0964-28-6600

小

福田病院

中央区新町2-2-6

096-322-2995

小

さくらんぼこどもクリニック

中央区帯山1-25-1

096-340-0415

小

もとむら小児クリニック

東区新外4-6-8

096-365-7711

泌

あいこう泌尿器科・内科クリニック

南区良町1-22-5

096-334-2700

耳鼻咽喉

黄医院

中央区新町1-7-26

096-354-6383

産･婦

福田病院

中央区新町2-2-6

096-322-2995

循内･脳内 杉村病院

中央区本荘3-7-18

096-372-3322

内･外

朝日野総合病院

北区室園町12-10

096-344-3000

整

九州記念病院

中央区水前寺公園3-38

096-383-2121

8：00～24：00

00：00～24：00
（24時間対応）

小･内･外 熊本地域医療センター

中央区本荘5-16-10

096-363-3311

【診療時間】12月31日（木)
産･婦

福田病院

中央区新町2-2-6

096-322-2995

循内･脳内 杉村病院

中央区本荘3-7-18

096-372-3322

内･外

朝日野総合病院

北区室園町12-10

096-344-3000

整

九州記念病院

中央区水前寺公園3-38

096-383-2121

眼

宮川眼科クリニック

北区清水新地6-2-72

096-348-1860

内

くわみず病院

中央区神水1-14-41

096-381-2248

小

長嶺そよかぜクリニック

東区月出6-5-130

096-285-4123

小

福田病院

中央区新町2-2-6

096-322-2995

小

みずもとこどもクリニック

西区上代4-12-10

096-325-1238

泌

熊本泌尿器科病院

中央区新町4-7-22

096-354-6781

耳鼻咽喉

岡耳鼻咽喉科医院

東区花立2-16-24

096-369-0717

産･婦

慈恵病院

西区島崎6-1-27

096-355-6131

整

寺尾病院

北区小糸山町759

096-272-0601

中央区本荘5-16-10

096-363-3311

0：00～8：00

9：00～17：00

8：00～20：00

8：00～24：00

0：00～24：00
（24時間対応）

小･内･外 熊本地域医療センター

【診療時間】1月1日(金)
産･婦

慈恵病院

西区島崎6-1-27

096-355-6131

整

寺尾病院

北区小糸山町759

096-272-0601

眼

みやじま眼科

東区水源2-3-3

096-331-8228

産･婦

熊本バースクリニック

南区八幡5-10-23

096-320-2334

外

比企病院

東区尾ノ上3-1-34

096-381-5151

内･小

おおゆみクリニック

北区楡木2-11-56

096-339-3066

小･内

足立・有馬小児科神経内科

東区長嶺東4-2-1

096-349-1717

小

にのみやクリニック

中央区帯山2-12-10

096-381-8766

8：00～20：00

耳鼻咽喉

かみくまもと耳鼻咽喉科

中央区段山本町6-1

096-288-3387

8：00～24：00

脳外

熊本脳神経外科病院

中央区本荘6-1-21

096-372-3911

0：00～8：00

9：00～17：00

0：00～24：00
（24時間対応）

小･内･外 熊本地域医療センター

中央区本荘5-16-10

096-363-3311

【診療時間】1月2日(土)
0：00～8：00

9：00～17：00

8：00～20：00

8：00～24：00

0：00～24：00
（24時間対応）

脳外

熊本脳神経外科病院

中央区本荘6-1-21

096-372-3911

眼

武藤眼科大久保内科

中央区子飼本町1-18

096-343-3510

産･婦

田代産婦人科医院

中央区大江4-5-5

096-362-1414

内･整

江南病院

中央区渡鹿5-1-37

096-375-1112

小

さかぐち小児科医院

東区戸島西3-1-35

096-331-7772

小

ぺえ小児科内科医院

南区八分字町89-1

096-227-3163

小

さくらんぼこどもクリニック

中央区帯山1-25-1

096-340-0415

泌

ひらやまクリニック

北区武蔵ヶ丘5-23-7

096-337-8838

耳鼻咽喉

唐木クリニック

中央区琴平本町3-54-2

096-366-1187

循内･脳内 杉村病院

中央区本荘3-7-18

096-372-3322

内･外

武蔵ヶ丘病院

北区楠7-15-1

096-339-1161

整･内

熊本機能病院

北区山室6-8-1

096-345-8111

小･内･外 熊本地域医療センター

中央区本荘5-16-10

096-363-3311

【診療時間】1月3日(日)

0：00～8：00

8：00～17：00

循内･脳内 杉村病院

中央区本荘3-7-18

096-372-3322

内･外

武蔵ヶ丘病院

北区楠7-15-1

096-339-1161

整･内

熊本機能病院

北区山室6-8-1

096-345-8111

耳鼻咽喉

神崎耳鼻咽喉科医院

中央区水前寺5-28-24

096-381-1773

産･婦

末永産婦人科医院

西区二本木2-10-13

096-352-7280

外･整

くまもと森都総合病院

中央区大江3-2-65

096-364-6000

内

西日本病院

東区八反田3-20-1

096-380-1111

内

青磁野リハビリテーション病院

西区島崎2-22-15

096-354-1731

小

みらい小児科クリニック

中央区新大江1-12-16

096-361-3939

小

せぐち小児科クリニック

南区江越2-24-33

096-334-1331

小・外・胃

上原胃腸科外科小児科クリニック

北区武蔵ヶ丘1-8-23

096-337-3884

泌

平山泌尿器科医院

北区八景水谷1-24-32

096-345-8588

眼

山田眼科

中央区世安町229

096-288-1656

9：00～17：00

9：00～18：00
0：00～24：00
（24時間対応）

小･内･外 熊本地域医療センター

※１月４日（月）からの診療については、かかりつけ医にご確認ください。

中央区本荘5-16-10

096-363-3311

歯科【診療時間】12月30日(水) 午前0時～1月4日(月) 午前8時
24時間対応

歯

伊東歯科口腔病院

中央区子飼本町4-14

096-343-0377

歯科【診療時間】12月30日(水)
0:00～8:00

歯

中嶋歯科医院

北区植木町舞尾632-5

096-273-1182

8:00～16:00

歯

なないろデンタルクリニック

東区月出2-1-39-1F

096-381-4618

16:00～24:00

歯

よつばデンタルクリニック

北区植木町植木157-9

096-273-1117

歯科【診療時間】12月31日(木)
0:00～8:00

歯

合沢歯科医院

東区尾ノ上4-11-33

8:00～16:00

歯

古川歯科医院

西区田崎町474-2
203

16:00～24:00

歯

子飼歯科医院

中央区西子飼町4-17

096-365-3021
大同ビル

096-322-9334
096-344-9149

歯科【診療時間】1月1日(金)
0:00～8:00

歯

中嶋歯科医院

北区植木町舞尾632-5

096-273-1182

8:00～16:00

歯

城南歯科医院

南区近見7-12-39

096-351-4986

16:00～24:00

歯

合沢歯科医院

東区尾ノ上4-11-33

096-365-3021

歯科【診療時間】1月2日(土)
0:00～8:00

歯

小島デンタルクリニック

東区水源1-6-5

096-284-1640

8:00～16:00

歯

田上歯科医院

東区錦ケ丘18-6

096-368-2209

16:00～24:00

歯

古川歯科医院

西区田崎町474-2
203

大同ビル

096-322-9334

歯科【診療時間】1月3日（日)
0:00～8:00

歯

にのみや歯科医院

中央区大江5-3-2

096-284-4111

8:00～16:00

歯

浜坂歯科医院

中央区水道町8-4

096-354-2133

16:00～24:00

歯

東歯科医院

中央区北千反畑町1-1

096-343-3357

歯科【診療時間】1月4日(月)
0:00～8:00

歯

小島デンタルクリニック

東区水源1-6-5

096-284-1640

