
日時 ８／１１（木） ８／１２（金） ８／１３（土） ８／１４（日） ８／１５（月）

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００

午後 １４：００～１７：００

午前 ８：３０～１２：００

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １３：３０～１７：３０ １３：３０～１７：３０ １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０ ９：００～１１：３０

午後 １３：３０～１６：００ １３：３０～１６：００

午前 ８：３０～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前
８：３０～１２：３０

（代・循・腎・消・脳内・放・総内・リハ）
８：３０～１２：３０

（代・循・放・総内・リハ）
８：３０～１２：３０

（代・循・消・放・総内・リハ）

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００

午後 １３：３０～１７：３０

午前 ８：３０～１２：３０

午後 １５：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００

午後 １５：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １５：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：００

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１３：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：３０～１３：００

午後 １５：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

午後 １３：３０～１８：３０ １３：３０～１５：３０

午前 ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

午後 １５：００～１７：３０ １３：３０～１５：００

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １３：３０～１７：００ １３：３０～１７：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１８：００

午前 ８：３０～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ８：３０～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後 １４：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１３：３０ ９：００～１２：００

午後 １３：３０～１８：００ １３：３０～１８：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１３：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：３０～１３：００

午後 １４：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

午後 １２：００～１７：１５ １２：００～１７：１５

午前
９：００～１２：００

（内・血内・緩内・皮）
９：００～１２：００
（内・血内・緩内）

午後
１４：００～１７：００
（内・緩内）

１４：００～１７：００
（内・緩内・神内）

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０ １４：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

午後 １２：００～１７：１５ １２：００～１７：１５

午前 ９：００～１３：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後 １４：３０～１７：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １３：３０～１８：００ １３：００～１５：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １３：３０～１７：３０ １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １３：００～１８：００ １３：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １５：００～１８：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後 １３：００～１７：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

菊池市隈府８２３番地１ ０９６８－２５－２２３０ 内・外・整外 発熱外来は午後のみ（予約制）

国立病院機構菊池病院

菊池市泗水町吉冨宝町１７２３ ０９６８－３８－２２２２ 内

菊池市旭志弁利８２番地１ ０９６８－３７－２０３７ 内・脳内・循内

郷胃腸科内科クリニック 菊池市泗水町豊水３７３８番地１ ０９６８－３８－２１２１ 胃・内

黒川産婦人科医院

8/14当番医
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熊本再春医療センター 合志市須屋２６５９番地 ０９６－２４２－１０００
呼内・内・脳内・循内・代内・リウ・小・外・
整

菊池市隈府１０７５番地２３

菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５番地３ ０９６８ー２５ー２１９１ 右欄を参照

旭志石田医院

古賀医院

０９６８－２５－１０７１

０９６８－２４－２５５１ 耳

後藤整形外科医院 菊池市隈府９２３番地 ０９６８－２５－２９０６ 整外

内

令和４年度　お盆期間中の診療時間一覧表　（菊池郡市医師会）

市町 医療機関名 住　　　所 電話番号 診療科目
診療日・診療時間

備考

※医療機関のご案内以外の相談ごとは「熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口」（Tel：096-300-5909）におかけください。
※発熱等の症状があり、受診できる医療機関の案内を希望される方は「発熱患者専用ダイヤル」(Tel:0570-096-567)におかけください。
※予定が変更になる場合もございますので、受診の際は電話でご確認ください。
※期間中、診療を行う医療機関のみ掲載しております。　　　　　　　　　　

菊池眼科

菊池有働病院 菊池市深川４４３番地

赤星医院 菊池市隈府７１９番地 ０９６８ー２５ー２７３８ 内・皮

０９６８－２５－３１４６ 精

杜の里かねこクリニック 菊池市藤田４０の１ ０９６８－２３－７５２２ 内・胃・外

初診の方の受付時間は異なります

入佐内科医院 菊池市泗水町吉富３１８５番地４ ０９６８－３８ー３８２４

川口病院

菊池市亘１１の１ ０９６８－２３－６１１１ 耳

０９６－２４８－０００３ 内・麻

合志市豊岡２０００の２４７４ ０９６－２２３－８８９９ 整・リハ

休
日
当
番
医
の
医
療
機
関
に
よ
る
診
療

０９６－２４８－７５３４ 内
完全予約制。受付時間は診療終了の１時間前まで。
発熱外来なし。

０９６－２４８－２１１１ 精

０９６－３４６－５５００ 整外

かたやま内科・漢方クリニック 合志市御代志２０３７の３ ０９６－２７３－６９６０ 内科

０９６－３４３－２６１７ 精

和み内科診療所 合志市栄２１２７番地２３３

合志市幾久富１９０９の９６４ ０９６－２４８－６２１１

城間クリニック 菊池市隈府９５２ ０９６８－２５－２５０６ 整外

山岡胃腸科内科 合志市幾久富１７５８の１４５

田中医院 菊池市泗水町吉冨３１６９の８ ０９６８－３８－７０７０ 内・胃内・外

大森医院 合志市竹迫１９８３の２

みずの内科・血圧心臓クリニック 合志市豊岡２０００の１０７ ０９６－２４８－３３５５ 循内

むさし眼科クリニック 合志市幾久富１９０９の５４５ ０９６－２４８－６３９０ 眼

内・胃

清原医院 菊池市泗水町福本７７５ ０９６８－３８－２１０６ 内・小

合志市須屋２６４の４ ０９６－３３８－８９６０ 小・ア

中山記念病院

ひかりヶ丘眼科・内科医院 合志市幾久富１９０９番地１３７９ ０９６－３４８－６３０５ 眼・内

皮

眼

合志第一病院 合志市御代志８１２番地２ ０９６－２４２－２７４５ 右欄を参照

菊池市隈府４９７の１

産婦

０９６－３４４－１３１１ 眼

森本整形外科医院

宮本内科クリニック 菊池市隈府２７７の２ ０９６８－２５－２０４７ 内・小・循

合志市須屋７０２番地

緒方整形外科医院 合志市幾久富１７５８番地６９０

合志渡邉内科クリニック

合志市福原２０８番地

柴田整形外科 合志市須屋１９７９の３

合志市御代志１６６５の１６６

隈部医院 ０９６８－２５－２８５１ 内

米田産婦人科医院

産婦

０９６８－２５－２５８９

古荘医院 菊池市隈府１６２番地 ０９６８－２５－２０４６ 内・小

まつもと耳鼻咽喉科医院

岸眼科

産婦・麻

温耳鼻咽喉科医院 合志市幾久富１９０９の５４７ ０９６－２４８－６１８８ 耳

穂っぷこども在宅&心身クリニック 合志市合生３９６５の２ ０９６－２４７－６５２８ 小

友田皮ふ科医院

合志市竹迫２２９１番地 ０９６－２８５－９７２０ 内・脳内・消内

いのうえ眼科 合志市須屋６７２の７

斎藤産婦人科医院 菊池市片角２９４の２ ０９６８－２４－１１７７

０９６－２４８－９００１

０９６－２４２－２２３１ 整外・リハ・リウ

０９６－２４８－８１８１ 整外・リハ・リウ

菊
池
市

合
志
市

牧診療所 菊池市深川４００番地

西山医院 菊池市隈府１１５の４

岩本整形外科

菊池市片角２５８の１ 眼

まつもとこどもクリニック

木庭耳鼻咽喉科医院 菊池市大琳寺２４１の１７

岩根クリニック 菊池市隈府110 ０９６８－２５－４２３０ 内・外

菊池市泗水町豊水３３８８の１ ０９６８－３８－００７５

菊池市隈府１０１５

受付終了は１７：３０です

０９６８－２５－２３１７ 内・胃

０９６８－２５－２５６１ 内・循・小

０９６８－２５－５６７８



午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１７：３０ １４：００～１７：３０ １４：００～１７：３０

午前 ８：４５～１２：３０ ８：４５～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １３：３０～１７：００ １３：３０～１７：００

午前
９：００～１２：３０

（整・リハ・内・脳外・形・血外・神内・歯）
９：００～１２：３０
（整・内・リハ）

９：００～１２：３０
（整・リハ・内・脳外・形・神内・歯）

午後
１４：００～１７：００
（整・内・神内・歯）

１４：００～１７：００
（整・内・形・歯）

午前 １０：００～１２：００

午後

午前 １０：００～１２：００

午後

午前 ９：３０～１３：００

午後 １５：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１７：３０

午前 ９：００～１３：００

午後 １５：００～１８：００

午前 ８：３０～１１：４０ ８：３０～１１：４０

午後 １３：３０～１７：４０

午前
８：３０～１２：３０

（内・整）
８：３０～１２：３０

（内）
８：３０～１２：３０

（内）

午後
１４：００～１７：３０

（内）
１４：００～１７：３０

（内）

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：００

午前 ８：３０～１２：３０

午後 １４：３０～１８：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：３０

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：３０ １４：００～１８：３０

令和４年８月５日現在

いけだ泌尿器科・内科

曜日によって異なるため、病院ホーム
ページかお電話にてご確認ください。

仁誠会クリニック大津 菊池郡菊陽町原水２９７３ ０９６－２３２－９５９５ 腎内

精・神・内・放

・受付終了は診療時間の３０分前までです
・整形外科の新患受付は、平日AM１１：３０、PM１６：３
０まで。土曜AM１１：００までとなっております。

菊池郡菊陽町新山２丁目８番地２３ ０９６－２１３－５６５６

透析は通常通り行います

菊池郡菊陽町原水５５８７番地 ０９６－２３２－３１７１

０９６－３４０－５００１

休
日
当
番
医
の
医
療
機
関
に
よ
る
診
療

休
日
当
番
医
の
医
療
機
関
に
よ
る
診
療

内・耳・ア・泌

ちとせ眼科 眼

はなぶさクリニック 菊池郡大津町引水１９６番地１９ ０９６－２８２－８５５５

阿梨花病院大津 菊池郡大津町室２６１番地９

内・消内・胃内・外

たしろクリニック 菊池郡大津町大津１２１２の２７ ０９６－３４０－３２２０ 内・肛・消内

０９６－２９２－３４５５堀田眼科 菊池郡菊陽町久保田２８０２の1

大津中村整形外科 菊池郡大津町室５３２の１

菊陽レディースクリニック

本多内科胃腸科医院

のざわ医院 菊池郡大津町引水５７８の２

光進会クリニック 菊池郡大津町室１７２４の１ ０９６－２９４－８８８８ 内・胃内・消内・代内・ア・呼内・循内

岡本内科・呼吸器内科クリニック 菊池郡大津町室２１３の９ ０９６－２９３－６０００

菊池郡菊陽町原水２９２１番地

産婦

菊陽病院

０９６－２９３－８０００

ふくだ医院 菊池郡大津町大津１２１０の５ ０９６－２９３－２７７１

矢野医院

河野内科クリニック

仁誠会クリニック光の森

熊本リハビリテーション病院

熊本セントラル病院

０９６－２９３－８８８８ 整

たに耳鼻咽喉科アレルギー科

０９６－２９３－３３８３ 眼

内・消内

菊池郡菊陽町津久礼３０１１の４

菊池郡菊陽町光の森３丁目１の１

菊池郡菊陽町曲手７６０番地

菊池郡菊陽町原水１１６６番地１ ０９６－２３３－１０００ 泌・内

菊池郡菊陽町光の森６丁目１番地３ ０９６－２３３－３３８７ 耳

菊池郡菊陽町原水1611番地 ０９６－２３２－５２６６ 内・外

菊池郡菊陽町光の森７丁目３の７

０９６－２８５－３４６６ 腎内（かかりつけのみ）

０９６－２３３－１７１７ 内・小

大
津
町

０９６－２９３－５０００ 右欄を参照

内・呼

宮本内科医院 菊池郡大津町室５３９番地１０ ０９６－２９３－１７００ 内

０９６－２４３－１１００

樽󠄀美外科整形外科医院 菊池郡大津町大津１１７７ ０９６－２９３－２１００ 整・リハ・外・皮

菊
陽
町

眼

いしはら皮ふ科クリニック 菊池郡大津町室２１５の８ ０９６－２９３－３００３ 皮

内・呼内

菊池郡菊陽町馬場楠４２７ ０９６－２３２－２０２１

大津なかしま眼科 菊池郡大津町引水７００の１

０９６－２３２－３１１１ 右欄を参照


