
※予定が変更になる場合もございますので、受診の際は各医療機関に電話でご確認ください。

日時 ８／１３（水） ８／１４（木） ８／１５（金） ８／１６（土） ８／１７（日）

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １３：３０～１７：３０ １３：３０～１７：３０

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ９：１０～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：００ 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 １３：３０～１７：３０

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ８：３０～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００
９：００～１２：００

(内)

午後

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １５：００～１８：３０ １５：００～１８：３０ １５：００～１８：３０

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １３：３０～１７：００ １３：３０～１７：００ １３：３０～１７：００ 救急のみ

午前 ８：３０～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後

午前

午後

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１３：００ ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

午後 １４：３０～１８：００ １４：３０～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後 １４：００～１７：００

午前 ９：００～１３：００ ９：００～１３：００ ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

午後 １４：００～１７：００ １４：００～１７：００ １４：００～１７：００ １４：００～１５：００

午前 ９：００～１３：００

午後

午前 ８：３０～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ８：３０～１３：００ ８：３０～１３：００

午後

午前 ９：００～１３：００

午後

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ８：３０～１２：００

午後

午前 ８：３０～１１：３０ ８：３０～１２：００ ８：３０～１２：００

午後 １４：００～１８：００ １３：３０～１５：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１７：００

午前

午後

午前 ９：００～１３：００

午後

午前 ８：３０～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

救急のみ

９：００～１８：００

９：００～１７：００
（休日在宅当番医）

救急のみ

救急のみ

９：００～１７：３０

９：００～１７：００
（休日在宅当番医）

８：３０～１７：３０菊池市 清原医院 菊池市泗水町福本７７５ ０９６８－３８－２１０６

９：００～１７：３０

８：３０～１７：３０

９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０

８：３０～１８：３０ ８：３０～１５：３０

９：００～１７：００

平成２６年度　お盆期間中の診療時間一覧表　（菊池郡市医師会）

９：００～１７：００ ９：００～１７：００

備考

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市泗水町吉冨１９３５番地

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

米田産婦人科医院

菊池市

菊池市

内・リウ・リハ

岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８番地１

菊池市 ０９６８－３７－２０３７

０９６８ー２５ー３１４１

０９６８ー２４ー８１０１菊池市隈府７７５番地

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

菊池市

まつもと耳鼻咽喉科医院 菊池市亘字堀木１１番地１

杜の里 かねこクリニック 菊池市藤田４０番地１

０９６８－２５ー２２８０

０９６８－２５－２３１７

０９６８－２３－６１１１

０９６８－２３－７５２２

０９６８－２５－２０４７

０９６８－３８－７０７０

０９６８－２５－２５６１

０９６８－２５－２０４６

０９６８－２４－１１７７

０９６８－２５－２５３２

０９６８－２６－９５５５

０９６８－２５－２５０６

０９６８－２５－２８５１

０９６８－２５－１０７１

０９６８－３８－２８２０

０９６８－２５－２２３０

０９６８－２５ー１１６４

０９６８－３８－００７５

０９６８－３８－２７５０

０９６８－２５－３１４６

０９６８－２５ー５６７８

０９６８ー２５ー２１９１

０９６８ー２５ー２７３８

０９６８－２５ー４２３０

０９６８－２５－２２０９

０９６８ー２４ー５５００

菊池市泗水町吉冨３１６９番地８

菊池市隈府１６２番地

西山医院 菊池市隈府１１５番地４

田中医院

高木医院

菊池市隈府９５２番地

七城木村クリニック 菊池市七城町林原１０５７番地

城間クリニック

菊池市隈府１３２４番地

斎藤産婦人科医院 菊池市片角２９４番地２

０９６８－３８－２２２２

０９６８－２４ー２５５１

０９６８－２５－２９０６菊池市隈府９２３番地

０９６８－２５－２５８９

公立菊池養生園診療所 菊池市泗水町吉冨２１９３番地

木庭耳鼻咽喉科医院 菊池市大琳寺２４１番地１７

後藤整形外科医院

菊池市隈府４９７番地１

整

産婦・麻

電話番号

菊池市隈府１０１５番地

市町

隈部医院

黒川産婦人科医院

古賀医院

菊池こどもクリニック

菊池市隈府８２３番地１

岸眼科 菊池市泗水町豊水３３８８番地１

菊池市大琳寺７５番地３

菊池中央病院 菊池市隈府４９４番地

菊池市片角２５８番地１

菊池郡市医師会立病院

菊池市大琳寺２３５番地かつき皮膚科医院

菊池市隈府１０７５番地２３

菊池市大琳寺２７６番地３

旭志石田医院 菊池市旭志弁利８２番地１

菊池有働病院 菊池市深川４３３番地

きくち宮本泌尿器科

菊池眼科

古荘医院

古田医院 菊池市七城町甲佐町２９６番地

牧　診療所

宮本内科クリニック 菊池市隈府２７７番地２

菊池市深川４００番地

川口病院

医療機関名 住　　　所

岡山眼科医院

岩根胃腸科外科医院

赤星医院 菊池市隈府７１９番地

菊池市隈府１２１番地

菊池市隈府１１０番地

内

胃・外

眼

皮

内

内・糖

耳・ア

内・外・整

小

眼

外・内・大肛・循・整・リハ・皮・泌・麻

精

眼

内・循

内・外・脳・整・形・小・皮・泌

泌

内・外

整

内

内・放・消・呼・胃

産・婦

産婦

内・小

内・胃・外

内・胃・外

内・循・小・リハ

内・小

内・循内

診療科目

内・外・胃・乳外・肛

耳

内・小・循

診療日・診療時間



日時 ８／１３（水） ８／１４（木） ８／１５（金） ８／１６（土） ８／１７（日）
備考電話番号市町 医療機関名 住　　　所 診療科目

診療日・診療時間

午前 ８：００～１２：００ ８：００～１２：００ ８：００～１２：３０

午後 １５：００～１８：３０

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後

午前

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前

午後

午前

午後

午前
９：００～１２：００
(内・血液腫瘍内)

９：００～１２：００
(内)

９：００～１２：００
(内・皮・血液腫瘍内)

９：００～１２：００
(内)

午後
１４：００～１７：００

(神内)
１４：００～１７：００

(内)

午前 ９：００～１３：００

午後

午前

午後

午前 ９：００～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １６：００～１９：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１１：１５

午後

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １３：３０～１８：３０ １３：３０～１８：３０ １３：３０～１８：３０

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １４：３０～１８：３０

午前

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １３：３０～１８：００

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後

午前 ９：００～１３：００

午後

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後

内・呼内・ア・緩内・小

８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５

合志市 平山内科クリニック 合志市御代志４６８番地１ ０９６－２７３－６１０４

８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５

９：００～１８：００

０９６－２４８－５２２７

みやの小児科 小

まつもとこどもクリニック

９：００～１８：００

９：００～１６：００

９：００～１７：００

受付時間は８：３０～１１：００です。

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市

合志市 いけざわこどもクリニック 合志市野々島２４６１番地

０９６－２４２－２２３１

０９６－３４５－０６００

０９６－３３８－８９６０

０９６－２４８－６１６１

０９６－２４８－２１５５

０９６－２４８－９００１

０９６－２４８－５８００

０９６－２４８－６２１１

０９６－２８８－０７７７

０９６－３４３－２６１７

０９６－３４４－４８３３

０９６－２４９－１７７７

０９６－２７３－７２２７

耳

内・小

０９６－２４２－２７４５

０９６－３４６－５５００

０９６－２４２－３３８８

０９６－３４５－５１５１

０９６－３４８－６３０５

合志市御代志１６６５番地１６６

合志市須屋１９２１番地

合志市幾久富１８６６番地５１３

合志市須屋１４１５番地５

合志市幾久富１９０９番地９６４

合志市幾久富１９０９番地１３７９

合志市須屋７０２番地

熊本再春荘病院

０９６－２４８－８１８１

０９６－２４８－０００３

かたやま内科・漢方クリニック

０９６－２４２－１０００

菊池病院 合志市福原２０８番地

緒方整形外科医院

０９６－２４２－６６３３

合志市幾久富１９０９番地５４７

合志市幾久富１７５８番地６９０

温 耳鼻咽喉科医院 ０９６－２４８－６１８８

大森医院 合志市竹迫１９８３番地２

合志市

合志市

宮川内科医院

ナカシマセブンクリニック

須屋クリニック

三隅胃腸科内科外科医院

森本整形外科医院

山下胃腸科クリニック

平瀬内科医院

ひかりヶ丘眼科・内科医院

中山記念病院

庄嶋医院

合志第一病院

成松内科医院

友田皮ふ科医院

千年内科クリニック

柴田整形外科

合志市幾久富１９０９番地５６９

合志市御代志８１２番地２

合志市須屋１９７９番地３

合志市須屋１２０５番地１

合志市合生４０９５番地１

合志市御代志２０３７番地３

合志市豊岡２０００番地５９６

合志市栄２４９７番地１０

合志市須屋２６４番地４

合志市幾久富１９０９番地２２７

合志市須屋１８４０番地１０

合志市須屋２５２６番地１

合志市須屋２６５９番地

副島耳鼻咽喉科クリニック

合志市幾久富１７５８番地１４５山岡胃腸科内科

内・胃

胃・内

胃・内・外

内

９：００～１８：００

小・ア

神内・呼内・腫内・感内・循内・代・リ
ウ・
消内・外・呼外・整・小・麻・放・リハ

内

内・麻

整・リウ・リハ

耳

整・リハ・リウ・形

眼・内

内

小・ア

皮

内

９：００～１８：００

９：００～１８：００ ９：００～１８：００

９：００～１８：００

精 ８：３０～１７：００ ８：３０～１７：００

０９６－２７３－６９６０ 内・漢内・糖内・ア

０９６－２４８－２１１１ ８：３０～１７：００

整

精

内

胃・肛・外

外・胃・整

８：３０～１７：１５



日時 ８／１３（水） ８／１４（木） ８／１５（金） ８／１６（土） ８／１７（日）
備考電話番号市町 医療機関名 住　　　所 診療科目

診療日・診療時間

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前
９：００～１２：３０

(整・内・皮)
９：００～１２：３０

(整・内・皮)
９：００～１２：３０

９：００～１２：３０
(整・内・皮)

午後 １３：３０～１７：１０ １３：３０～１７：１０ １３：３０～１７：１０ 救急のみ

午前

午後

午前

午後

午前
９：００～１２：３０

(整・内・リハ)
９：００～１２：３０

(整・内・リハ)
９：００～１２：３０

(整・内・リハ)
９：００～１２：３０

(整・内・リハ)

午後
１４：００～１７：３０

(整・内・リハ)
１４：００～１７：３０

(内・リハ)
１４：００～１７：３０

(整・内・リハ)

午前 １０：００～１２：００

午後

午前

午後

午前 ９：３０～１３：００

午後 １５：００～１８：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前

午後

午前 ９：００～１２：００

午後 １４：００～１８：００

午前 ９：００～１３：００

午後 １４：３０～１８：００

午前 ９：００～１３：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：３０～１６：００

午前 ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

午後 １４：００～１７：３０ １４：００～１７：３０

午前 ８：３０～１２：００

午後 １３：３０～１８：００

午前

午後

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：００

午前 ８：３０～１３：００

午後

午前 ９：３０～１２：３０

午後

午前 ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０ ８：３０～１２：３０

午後 １４：３０～１７：３０ １４：３０～１７：３０

午前

午後

午前 ９：００～１３：００ ９：００～１３：００

午後 １４：３０～１９：００ １４：３０～１９：００

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１３：００

午後

午前 ９：００～１３：００

午後

午前

午後

午前 ８：３０～１２：００

午後

午前 ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１７：３０

午前 ９：００～１２：３０ ９：００～１２：３０

午後 １４：００～１８：３０ １４：００～１８：３０

午前

午後

午前 ９：００～１２：００

午後

９：００～１７：００ ９：００～１７：００

９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０

※　期間中、診療を行われる医療機関のみ掲載しております。

８月１４日（木）～１８日（月）まで休診です。

一般外来診療は１２日（火）～１５日（金）ま
でお休みです。

８月１０日（日）～１４日（木）まで休診です。

０９６－２９３－４４３０

０９６－２３２－９１３１

０９６－２３２－３１１１

０９６－３３９－７５６１

０９６－２３２－５２６６

０９６－２９２－１７００

０９６－２９２－３４５５

０９６－２９３－２７７１

０９６－２９３－８０００

０９６－３４９－２２５５

０９６－２３３－３３８７

０９６－２３２－３９３９

０９６－２３２－７７１１

０９６－２９３－２１００

０９６－２９３－１１６３

０９６－２８５－３４６６

０９６－２３２－１１９１

０９６－２３２－７５５０

０９６－２３２－１５６６

０９６－２３２－３１７１

０９６－２３２－９５９５

０９６－２１３－５６５６

０９６－３４０－３２２０

０９６－２９３－３００３

０９６－２９３－８８８８

０９６－２９３－５０００

０９６－２９３－１４１１

０９６－２９３－２５５０

０９６－２９３－２０５０

菊池郡菊陽町新山２丁目８番地２３

大津町

大津町

大津町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

大津町

大津町

菊陽町

大津町

大津町

大津町

大津町

菊陽町

菊陽町

大津町

大津町

大津町

大津町

菊陽町

菊陽町

大津町 ０９６－２９３－２３５８あらいクリニック 菊池郡大津町錦野３９４番地

菊陽町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

菊陽町

矢野医院

ちが産婦人科医院

菊池郡大津町室５３２番地１

菊池郡菊陽町久保田２８０２番地１

菊池郡菊陽町津久礼８６８番地５

菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘２丁目１０番地７

菊池郡菊陽町光の森３丁目１７番地４

菊池郡菊陽町曲手７６０番地

菊池郡菊陽町原水５５８７番地

樽美外科整形外科医院

野沢内科医院

菊池郡大津町室９５９番地

菊池郡大津町大津１４８３番地１

勝久病院 菊池郡大津町室２６１番地９

菊池郡大津町大津１２１２番地２７

菊池郡大津町室３７７番地１

菊池郡大津町室５５番地

たしろクリニック

菊池郡大津町室３９８番地５

菊陽病院

菊陽台病院

菊池郡大津町大津２０５６番地

菊池郡大津町大津１２１０番地５

菊池郡大津町室５３９番地１０

菊池郡菊陽町久保田２９８４番地

菊池郡菊陽町原水２９７３番地

菊池郡菊陽町原水１６１１番地

菊池郡大津町室２１５番地８

ふくだ医院

菊池郡菊陽町原水２９５１番地１

なみかわ小児科

菊池郡大津町大津１１７７番地

東熊本第二病院

岩倉整形外科医院

しばた内科クリニック

いしはら皮ふ科クリニック

さとう医院

ふじおか内科

武蔵しもむら医院

光の森脳神経外科内科

古川医院

菊陽レディースクリニック

かとう整形外科光の森

熊本リハビリテーション病院

山縣医院

仁誠会クリニック大津

堀田眼科

宮本内科医院

古賀眼科

たに耳鼻咽喉科アレルギー科

産・婦

整・内

整

９：００～１７：３０ ９：００～１７：３０

菊池郡菊陽町辛川１９２３番地１

菊池郡菊陽町光の森３丁目１番地１仁誠会クリニック光の森

菊池郡菊陽町光の森６丁目１番地６

菊池郡菊陽町久保田２７３３番地３

菊池郡菊陽町光の森６丁目１番地３

腎内・人透内

耳・ア

産婦

精

整・内・リハ

腎内・循内

内

眼

内

脳・内

内

整・リハ・形・麻

皮

整・リハ・リウ・麻・胃・外・内・循

眼

内・小・消

内・呼・消・ア

内・耳・ア・泌

内

胃・内・肛

整・外・胃・リハ

小

内・消内(胃内)・外・肛

内・外

小・内・ア

内・外

内・消・循

８：００～２３：００
(透析治療のみ)

８：００～１５：００
(透析治療のみ)

８：００～２３：００
(透析治療のみ)

１０：００～１２：００(一般外来)
８：００～１５：００(透析治療)

８：３０～１８：００

大津町 大津じんないクリニック 菊池郡大津町陣内１１６７番地５ ０９６－２９４－５４０３ 内

９：００～１６：３０

８：３０～１８：００

９：００～１８：００ ９：００～１８：００ ９：００～１７：００

９：００～１７：００
９：００～１７：００

（休日在宅当番医）

９：００～１２：００ ９：００～１２：００ ９：００～１２：００

９：００～１７：００ ９：００～１７：００ ９：００～１７：００

９：００～１７：００
（休日在宅当番医）

救急のみ


