
112019．4．15急病のときは（保存版）

次号5月1日号「急病のときは」は、5月7日～14日のお知らせをします。

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▶

スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス

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～11時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11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

1０連休期間中に受診できる 
その他の医療機関は、町田市
ホームページをご確認下さい。 スマホ版 携帯電話版

10連休期間中の診療について

　5月6日（振休）は、平日同様に一般外来診療を行います。その他の日程は救急診療の
みの対応となります。
※10連休期間中は休日加算が適用されます。また、紹介状をお持ちでない場合は、通
常どおり初診時選定療養費がかかります。

問同病院医事課☎722・2230町田市民病院

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）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

5月1日
㈷

午前9時～午後5時 内科
近藤医院（成瀬1-6-7） ☎728・6898
鶴川診療所（鶴川6-7-1） ☎735・2387
西村内科（根岸2-33-3） ☎793・2677

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
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

2日㉁

午前9時～午後5時
内科

吉野医院（金森2-12-31） ☎722・5729
なかまち内科・外科医院（中町3-15-17）☎725・0028
南東京ハートクリニック（木曽西2-18-12）☎789・8100

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田6-22-15）☎722・3115
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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

3日㈷

午前9時～午後5時
内科

南町田クリニック（鶴間3-2-2） ☎796・1555
たまがわ医院（玉川学園4-16-40） ☎720・3888
金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733
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

4日㈷

午前9時～午後5時
内科

かどわきクリニック（つくし野4-9-8）☎799・2202
原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3）☎851・7818

内科
小児科 若山クリニック（金井2-3-18） ☎736・7720

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

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

5日㈷

午前9時～午後5時 内科
はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎796・1111
木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11） ☎728・5884
久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114

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
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

6日
（振休）

午前9時～午後5時
内科

大村内科医院（成瀬台3-8-4） ☎721・2001
薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-12）☎737・7373
やました内科・脳神経クリニック（山崎町2055-2）☎794・6327

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9） ☎726・7673

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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
15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
16日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
17日㈬ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
18日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
19日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
20日㈯ 午後1時～翌朝8時 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

21日㈰

午前9時～午後5時 内科
成瀬小林医院（成瀬8-4-33） ☎725・2233
町田エールクリニック（中町1-9-22）☎739・5533
さくらメディカルクリニック（常盤町3200-1）☎797・9671

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
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511

22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
23日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
24日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
25日㈭ 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230
26日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
27日㈯ 午後1時～翌朝8時 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

28日㈰

午前9時～午後5時
内科

仁愛医院（高ヶ坂6-19-31） ☎728・1055
富医院（大蔵町109） ☎735・5655
いしかわ内科クリニック（森野4-21-5）☎727・4970

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 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502

29日㈷

午前9時～午後5時
内科

なるせクリニック（西成瀬1-57-17）☎721・6686
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-1-5）☎737・7271
おやま内科クリニック（小山町233-1）☎860・0326

耳鼻科 うたはし耳鼻咽喉科（原町田4-2-2） ☎705・7654

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
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

30日㉁

午前9時～午後5時
内科

成田クリニック（成瀬が丘2-23-16）☎795・1281
町田駅前内科クリニック（森野1-39-16）☎722・7373
田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷2-12-6）☎735・5667

眼科 もりしま眼科（能ヶ谷1-7-1） ☎735・8004

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
町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

※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。
※�救急措置・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 ４月１５日～ 5 月 6 日


