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12 月の,.
0緊急医

●医師の都合などで一部変更する場合あり
•その他医療機関・診療科などについての問合せ

救急医療情報センター(ff63·1133)
●精神科の緊急問合せ

精神科救急医療情報センター（ff052·681 ·9900)※24時間受付

—:こ: ：［三三五旦三五゜：：4巳晨三三三三三こ？□:こごラ�:�1�/31伏）は休日診療

—:こ::二塁ニ贔は□：よ戸ニ悶二°ら門，閃喜］受付終了※12/30同、12/31囮は休日診療

—:こ:塁：こはこは主は喜贔翌～成1孟塁こ二悶瓢靡°;虞;塁は『瓢翌芦；～誓と間外は市民病院のみ
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きくち整形外科眼科クリニック（高師本郷町）四�38·1010
きくち整形外科眼科クリニック（高師本郷町）四！38·1010
岡村クリニック（佐藤2) ff 65·4100 
光生会病院（吾妻町） ff 61 · 3166 
鈴木ひろし整形外科（佐藤5) ff65·1300 
佐藤脳神経外科（牛川通1) 匹69 ・2760
福井脳神経外科（立花町） ff 21 ·7001 
弥生病院（弥生町） ff 48·2211 
殿田橋整形外科（飯村町） ff 69 ・1601

22（日）
l駆
信

§I
はしら整形リハビリクリニック（中橋良町）匹29·8484
中島脳神経外科（下五井町） 匹54·6261

28 (±) 花田いしかわクリニック（花田町） 匹32·2766
29（日） = 東岩田いとうクリニック（東岩田1) ff 69·3500 

〇
＇ 大岩クリニック（向草間町） 乞45·1013

30（月） /E; 岡村クリニック（佐藤2) 乞65·4100
-(o ＝ 大島整形外科クリニック（東田町字井原）四·62·5511

31侠）
r:--; 伊藤医院（小池町） 匹45·5283
-！

▽ 
＝ 前川外科内科（東岩田4) 乞62·6411

一時間平日／20:00~24:QQ 、休日／s:00~24:00 ※0:00~8:00は市民病院（ft 33·6111) び
1 （日） 竹内産婦人科（新本町） 乞t52·3453
2 （月） 秋山産婦人科（西幸町） 乞�48·6116
3（火） ひらでかおるクリニック（牟呂町） 乞37·5731
4�.I<) ジュンレディースクリニック豊橋（北山町） 四38·0306
5（木） マミーローズクリニック（高洲町） ff 32·6585 
6倫 小石マタニティクリニック（つつじが丘2) 乞66·1212
7 (±) 今泉産婦人科医院（仲ノ町） 匹62·7173
8 （日） つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2) 四66·5550
9 （月） ジュンレディースクリニック豊橋（北山町） 乞r 38·0306 

10（火） 井嶋産婦人科医院（平川本町1) ff 63 ・1351
11 (7J<) 今泉産婦人科医院（仲ノ町） 乞62·7173
12（木） ジュンレディースクリニック豊橋（北山町） 匹38·0306
1 3 (#il マミーローズクリニック（局洲町） 四32·6585
14(±) つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2) 乞t66·5550
15（日） 中岡レディースクリニック（東幸町） 乞63·5588
16（月） 竹内産婦人科（新本町） 乞52·3453

17（火） ひらでかおるクリニック（牟呂町） 乞37·5731
1 8 �J<) 小石マタニティクリニック（つつじが丘2) 乞66·1212 
19休） 井嶋産婦人科医院（平川本町1) 匹63·1351
20（鉛 パークベルクリニック（南松山町） 匹56·0020
21(±) 中岡レディースクリニック（東幸町） 乞63·5588
22（日） 小石マタニティクリニック（つつじが丘2) 匹66·1212 
23（月） ジュンレディースクリニック豊橋（北山町） 匹38·0306
24伏） マミーロ ーズクリニック（画洲町） 匹32·6585
25 �J<) 秋山産婦人科（西幸町） 匹48·6116
26（木） 井嶋産婦人科医院（平川本町1) 乞63·1351
27（鉛 今泉産婦人科医院（仲ノ町） 乞62·7173
28(±} パークベルクリニック（南松山町） 四56·0020
29（日） マミーローズクリニック（画洲町） 四32·6585
30（月） つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2) 乞t66·5550
31侠） 中岡レディースクリニック（東幸町） 乞63·5588

一時間 9:00~17:00 ※左記時間帯以外は市民病院(ft 33·6111) ＆ぃ〗
1 （日）
邑15（日）

22（日）

井澤医院（東新町）
芳賀耳鼻咽喉科医院（西岩田1)
木下耳鼻咽喉科（飯村北1)
吉見耳鼻咽喉科（野依台1)

四55·8936
ft 63 ・1030
四63·2261
乞25·7688

29（日）
30（月）
31（火）

藤原耳鼻咽喉科クリニック（駅前大通1) 匹56·1385
ハタノ耳鼻咽喉科（上地町） 匹63·8733
こんどう耳鼻咽喉科（大清水町） 匹29·3433

一時間 9:00~17:00 ※左記時間帯以外は市民病院（匹 33·6111) di) 

1 （日） きくち整形外科眼科クリニック（高師本掘町） 匹38·1010 29（日） はた眼科クリニック（飯村北1) 匹64·1777
8 （日） かきはら眼科クリニック（つつじが丘2) 乞63·5139 30（月） かきはら眼科クリニック（つつじが丘2) ff 63·5139 

15（日） 弥生病院（弥生町） 乞48·2211 31（火） 成田記念病院（羽根井本町） 匹31 ・2167
22（日） おおいし眼科（宮下町） 乞64·0081

一時間 8:00~20:00 怒
1 （日） 中山接骨院（向山町） 四62·2419 22（日） 小松接骨院（小松町） 匹39·8688
8 （日） ここはる鍼灸整骨院（浜道町） 匹35·6261 29（日） 岡田接骨院（下地町） 乞75·9787

15（日） まほろば接骨院（向山台町） 乞56·7400
31 広報とよはし令和元年12月




