
市内の病院・医院 市内の歯科医院
　【休診日等変更になることがありますので，直接電話等でご確認ください】 　【休診日等変更になることがありますので，直接電話等でご確認ください】 令和３年６月４日現在　

電話番号 診療科目 受付時間 休診日 電話番号 受付時間 休診日

かなめ整形外科
  （日吉台1-11-13）

９３－９０７５
整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

8時30分～12時30分／14時30分～18時
日・祝日
木土の午後 ９２－５５００

9時～12時／14時～18時
(土)9時12時／14時～17時

木・日・祝日

◎
さかもとクリニック
　(日吉台2-91-6）

３７－４１０５ 内科
10時～13時／17時～20時30分
（土）10時～13時

水・日・祝日
土の午後

９２－１９９９ 9時～12時／14時30分～19時 日・祝日・木の午後

笹山眼科医院
　（日吉台2-91-6）

９２－６８１５ 眼科
8時30分～11時30分 (状況により変更あり)
／14時15分～17時
（土）8時30分～12時

水・日・祝日
土の午後

９３－４１１４
9時30分～12時30分／14時30分～17時30分
（土）9時30分～12時／14時30分～16時

木（祝日のある週は診療）・日・
祝日

土井皮膚科クリニック
　（日吉台2-91-10）

９２－１１１２ 皮膚科
10時～13時／15時～18時30分
(月)10時～15時30分

日・祝日 ９３－０５８３
9時30分～12時30分／14時～17時30分
（土）9時30分～12時30分／14時～15時30分

木・日・祝日

９３－６６６１
9時～12時30分／14時30分～19時
（日）14時～18時

木・祝日・日の午前

９３－８１４８ 10時～12時／14時30分～18時 木・日・祝日

のもと耳鼻咽喉科気管食道科
　（日吉台2-4-3）

９１－３３３０ 耳鼻咽喉科、気管食道科 9時～12時30分／14時30分～18時 水・日・祝日・土の午後 ９０－０６４８
10時～12時30分／14時～20時30分
 (月）10時～12時30分／14時～18時30分

臨時休診あり・年末年始

◎
日吉台病院
　（日吉台1-6-2）

９２－０００１
内科、糖尿病内科、神経内科、循環器内
科、大腸・肛門外科、整形外科、耳鼻科、
泌尿器科、外科、消化器外科

8時30分～12時／13時30分～16時45分
※診療科により受付時間、曜日が異なります。

日・祝日 ９３－８１２８
9時30分～11時30分／14時～18時30分　　　　　　（土）9時
30分～11時30分／14時～16時30分

日・祝日・他不定休あり

日吉台レディースクリニック
（日吉台2-9-6）

９２－１１０３
産婦人科(不妊外来）

8時30分～11時30分／16時～18時
水・日・祝日
土の午後

９３－８６７７ 9時～12時30分／14時～18時 木・日・祝日

◎
はる内科小児科クリニック
　（日吉台4-16-18）

８５－５２００ 内科、小児科
（火）9時～10時45分／14時～17時30分
（水・金）9時～12時30分/15時～17時30分
（木）9時～12時30分　（土）9時～14時

月・日・祝日
木・土の午後

３６－８８４３ 9時～12時／14時～17時 水・日・祝日

◎
みやび内科クリニック
　（日吉倉572-2）

９２－７５３３ 内科、循環器科
9時～12時／15時～18時
（土）9時～13時

日・祝日 ９０－２５２５ 9時～13時／14時30分～18時30分 木・日・祝日

◎
あづま醫院
　（七栄646-786）

９０－１１６８ 内科、外科、胃腸科、小児外科 9時～11時45分／15時～17時45分
木・日・祝日
土の午後

９２－３２０３ 9時～12時30分／15時～18時30分
火・木（祝日のある週は診療）・
日・祝日

すずきこどもクリニック
　（七栄646-786）

９０－１１６６ 小児科 9時～11時45分／15時～17時45分
木・日・祝日
土の午後

９１－３８８８
9時30分～11時30分／14時30分～19時30分
(土日祝)9時30分～11時30分／14時～17時30分

GW・お盆・年末年始

◎
龍岡クリニック
　（七栄653-73）

９２－６９７０
内科、循環器科、呼吸器科、小児
科、整形外科(第2、第4土の午前の
み)

9時～12時／15時～18時
※診療科により受付時間、曜日が異なります。

日・祝日
木・土の午後

９２－０７７７ 9時～13時／14時30分～19時
 木・日・祝日

東葉クリニックエアポート
　（七栄127-10）

９０－１０８０
外科、消化器外科、胃腸外科、
人工透析外科

14時～16時（初診は15時30分まで）
※人工透析外科は要確認

金・日・祝日
（人工透析は日のみ休診）

９３－８８８３
8時30分～12時/13時30分～17時
（土）8時30分～12時

木・日・祝日・土の午後

なのはな眼科
 （七栄649-55）

８５－８６００ 眼科 9時30分～13時／14時～17時
日・祝日
火の午後

９１－３７６１
（月･水･金）9時～13時／15時～19時
（火･木･土･日･祝）9時～12時／14時～18時

隔週土又は日・年末年始・
ｽｲｶﾛｰﾄﾞﾚｰｽ開催日

◎
ベルななえクリニック
  (七栄650-2048)
【令和3年4月10日以降開院】

８５－８０８８ 内科、皮膚科、形成外科 9時～12時／14時～17時45分
日・祝日・水の午後
第1、第3、第5の土

９１－６４８０ 10時～13時／15時～19時 火

弓立産婦人科
　（七栄646-16）

９３－８２７２ 産科、婦人科
9時～12時／15時～17時30分
(日)10時～12時30分

祝日
木土の午後

９０－１５５５
9時30分～12時／14時30分～18時
（土）9時30分～12時／14時30分～17時
（日）9時30分～12時

木・祝日・日の午後

湯山整形外科
　（七栄674-19）

９１－２４１２ 整形外科、リハビリテーション科 9時～12時／15時～18時
日・祝日
水土の午後

９３－１１５５
9時～12時／14時～19時
(土)9時～12時／14時～17時

水・日・祝日

◎
吉川医院
　（七栄298-29）

９３－５７５１ 内科 8時30分～12時／15時～18時
木・日
土・祝日の午後

９１－２０３０
（月･金）8時15分～11時30分／13時45分～18時30分
（火･水）8時15分～11時30分／13時45分～17時30分
 (土) 8時15分～11時30分

木・日・祝日
土の午後

にしお眼科
　（七栄525-300）

９４－５７２０ 眼科 9時～12時／14時30分～17時
水・日・祝日
土の午後

５５－２８３３
(月･木）9時30分～12時30分／15時30分～18時
(火・金）9時30分～12時30／15時30分～17時30分
(土）9時30分～13時30分

水(祝日のある週は診療)・日・
祝日・土の午後

◎
せいの胃腸内科クリニック
　（七栄590）

９３－７１３０
内科、胃腸内科、内視鏡内科、
肛門外科、外科

9時～12時／15時30分～18時
木・日・祝日
土の午後

９０－３７３７
9時～11時30分／14時～18時30分
(土)9時～11時30分　(日)10時～14時30分

金・祝日・土の午後

◎
戸村内科クリニック
　（御料923-11）

９２－９０１１ 内科、リウマチ科
9時～12時／14時～17時30分
（土）9時～12時

水・日・祝日
土の午後

９３－８７７７
（夏季）9時～12時／15時～19時
（冬季）9時～12時／15時～16時

水・日・祝日

◎
黒須医院
　（十倉44）

９４－０９５５ 内科 9時～12時／14時30分～18時 木・日・祝日・土の午後
（隔週で土の午前・要確認）

　

　　(地区別五十音順)　

◎
中原医院
　（十倉313-96）

９３－１０１２ 内科、泌尿器科 9時～12時／15時～18時30分 木・日・祝日

◎
目黒クリニック
　 (十倉1)

２９－４５６２ 内科 9時～12時／14時30分～17時30分 月・火・祝日

　(地区別五十音順)

　　

名　　称　（住所）

成田歯科診療所
　（日吉倉20-3）

河野歯科医院
　（日吉台2-9-11）

川村歯科医院
　（日吉台2-20-12）

成田富里徳洲会病院
　（日吉台1-1-1)

◎
8時30分～11時30分／13時～16時
※診療科により受付時間、曜日が異なりま
す。

９３－１００１

富里ガーデン歯科医院
　（七栄649-671）

まつもと歯科医院
　（七栄674-12）

わたなべ歯科医院
　（新中沢398）

杉の木歯科医院
　（御料278-2）

宮内歯科
　（御料1032-86）

富里ファミリー歯科
　（七栄646-63）

血管外科・外科・心臓血管外科・呼吸器外
科・脳神経外科・消化器外科・フットケア外
来・循環器内科・神経内科・糖尿病内科・
腎臓外来・呼吸器内科・心療内科・膠原病
内科・内科・漢方内科・整形外科・泌尿器
科・皮膚科・形成外科・小児科

名　　称　(住所）

秋山歯科クリニック
　（日吉台3-34-8）

天野歯科医院
　（日吉台4-7-13）

いとう歯科クリニック
　（日吉台3-24-6）

しいな歯科
　（七栄654-79）

青木歯科医院
　（七栄298-67）

ファミリー歯科医療クリニック
　（日吉倉11-19）

内田歯科医院
　（七栄575）

かなおや歯科医院
（七栄425-8）

令和３年６月４日現在　

日・祝日

◎は大腸がん検診協力医療機関

●かかりつけ医とは、あなたの病歴や健康状態を把握し、日頃から健康に関する相談に応じ
　てくれて病状に応じて専門医等につなげてくれる存在です。
●かかりつけ歯科医とは、口の中の健康状態を継続的に診てくれて、定期検診によりむし歯
　や歯周病 を予防してくれる存在です。

もりした歯科医院
  （御料877-65）

りょうごく歯科医院
　（十倉513-4）

なお歯科・矯正歯科医院
　（七栄595-1）

七栄歯科医院
  （七栄654-40）

弓立歯科医院
　（七栄645-4）

ユウ・デンタルクリニック
(七栄532ベイシア富里店内1階)

 　　～かかりつけ医・歯科医を持ちましょう～


