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次号1月1日号「急病のときは」は、1月4日～14日のお知らせをします。

急病のときは（保存版）

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日
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健康福祉会館 原町田5-8-21

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録は
こちらから▶

町田市メール配信サービス

スマホ版 携帯電話版

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から） 健康福祉会館内
☎710・0927
（左下地図参照）日曜日

祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
休日応急
歯科診療

日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎725・2225
（左下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※�救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場
合があります。

※�当番医療機関は、変更になる場合があります。最新情報は、東京都医療機関案内サー
ビス「ひまわり」（☎03・5272・0303）に電話でお問い合わせ下さい。急病のときは

保存版 12月15日～1月3日

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

30日㈪

午前9時～午後5時

内科、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森3-19-10） ☎796・4807

内科 フォレスト呼吸器内科クリニック町田
（原町田6-28-15） ☎710・4100

内科、
小児科 小泉医院（玉川学園2-5-24） ☎725・8411

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

31日㈫

午前9時～午後5時 内科
町田東口クリニック（森野1-35-8） ☎721・8855
小野寺クリニック（本町田4394-9） ☎732・5605
川村クリニック（本町田2943-1） ☎724・7727

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

外科系
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

1月1日
㈷

午前9時～午後5時 内科
いのうえ内科クリニック（鶴間1-18-13）☎706・2630
にしむら内科クリニック（大蔵町2222-5）☎708・1024
こじま内科（小山町3245-1） ☎770・2513

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

2日㈭

午前9時～午後5時 内科
なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35） ☎710・6155
川口内科クリニック（中町1-30-24）☎725・6206
しながわ内科・循環器クリニック（山崎町333-1）☎791・1545

午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

外科系
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

3日㈮

午前9時～午後5時 内科
鹿島内科クリニック（金森東1-25-29）☎710・1800
こばやしクリニック（原町田6-3-3） ☎710・3183
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷2-12-6） ☎735・5667

午前10時30分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田6-1-11） ☎720・0530

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

15日㈰

午前9時～午後5時 内科
広瀬クリニック（小川4-17-12） ☎799・5161
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-2-1）☎860・2061
中野クリニック整形外科・内科（木曽西3-20-6） ☎793・7776

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

16日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
17日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
18日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
19日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
20日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
21日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

22日㈰

午前9時～午後5時

内科
はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎796・1111
榛名坂たなか内科クリニック（金井3-17-13）☎737・3860

内科、
小児科 武蔵岡診療所（相原町3190-10） ☎782・6001

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園7-1-6） ☎728・8737

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

23日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
24日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
25日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
26日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
27日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
28日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

29日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイ
クリニックは午前
10時から診療開始

内科
中村内科（金森東4-42-28） ☎799・6656
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田4-1-17）☎732・5120
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎860・0326

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

歳末特別警戒のお知らせ
【町田駅周辺合同歳末特別警戒】
　市では、相模原市と警察、各関係団体と合同で、町田駅を中心とした
防犯パトロールと防犯啓発活動を実施します。
日１２月２０日㈮午後７時～８時２５分
場ぽっぽ町田屋外広場（開会式）
問市民生活安全課☎７２４・４００３
【町田市消防団　歳末特別警戒】
　町田市消防団では、地域の方々が明るい新年を迎えられるよう、歳末
の無災害を願って、市内全域で消防車両による巡視警戒を行い、火の取
り扱いへの注意を呼び掛けます。ご理解ご協力をお願いします。
日１２月２９日㈰、３０日㈪、午後８時～深夜０時
問防災課☎７２４・３２５４

日・場１２月２２日㈰、大蔵湯（☎７２３・５６６４）＝午後２時～１１時、金森湯
（☎７９６・５９２６）＝午後４時～１１時
入浴料大人４７０円、小学生１８０円、未就学児８０円

１２月２２日の冬至の日にゆず湯を実施！
問産業政策課☎72４・32９６


