
年  月　日 医療機関名 場　所 電  話
市外局番0243

備　考

4月 1日（日） 土川内科小児科（小） 二本松市槻木 22-6688
（医）辰星会　枡記念病院 二本松市住吉 22-3100
（医）幹正会 よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋 63-2333

 8日（日） （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
整形外科内科リウマチ科　小林医院 二本松市根崎 22-0682
いしわたクリニック 本宮市荒井 63-2826

 15日（日） 佐久間内科小児科医院 二本松市本町 22-0570
（医）成美会 鈴木皮フ科クリニック 二本松市本町 22-6877
（医）渡辺クリニック 本宮市高木 34-3311

 22日（日） しんいち内科 二本松市油井 24-8420
（医）菊慈会 きくち整形外科 二本松市油井 23-2627
（医）上遠野内科医院（小） 本宮市本宮字荒町 33-5866

 29日（日） 昭和の日 みうら内科クリニック 二本松市羽石 22-5512
（医）安斎内科胃腸科医院 二本松市若宮 22-3001
池田眼科医院 本宮市本宮字仲町 34-4100

 30日（月） 振替休日 かさい小児科クリニック（小） 二本松市油井 22-8800
（医）慈水会 みずのクリニック 二本松市根崎 23-5158
吉田耳鼻咽喉科医院 本宮市本宮字万世 34-1330

　　5月 3日（木） 憲法記念日 （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
（医）静心会　斎藤医院 二本松市若宮 22-0036
やなぎほり皮膚科クリニック 本宮市高木 24-1028

 4日（金） みどりの日 （医）博愛会　東和クリニック（小） 二本松市針道 66-2122
（医）しかの眼科 二本松市油井 62-2520
（医）慈久会　谷病院 本宮市本宮字南町裡 33-2721

 5日（土） こどもの日 渡辺医院（小） 二本松市正法寺町 62-3000
（医）三浦内科医院 二本松市亀谷 23-3883
（医）落合会　東北病院 本宮市青田 33-2588

 6日（日） 土川内科小児科（小） 二本松市槻木 22-6688
（医）青木整形外科医院 二本松市榎戸 22-3103
（医）幹正会 よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋 63-2333

 13日（日） 二本松市岩代国保診療所 二本松市百目木 56-2461
野地眼科医院 二本松市若宮 23-0024
（医）よしだこどもクリニック（小） 本宮市高木 34-6418

 20日（日） （医）社団実生会 土川産婦人科医院（小） 二本松市松岡 22-0035
和田医院 二本松市小浜 55-2303
本宮市国保白岩診療所 本宮市白岩 44-2008

27日（日） （医）佐藤内科胃腸科医院（小） 二本松市油井 22-0174
ばばクリニック 二本松市油井 24-7122
（医）幹正会 よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋 63-2333

 6月 3日（日） 土川内科小児科（小） 二本松市槻木 22-6688
（医）辰星会　枡病院 二本松市本町 22-2828
いしわたクリニック 本宮市荒井 63-2826

 10日（日） （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
さくらクリニック 二本松市藤之前 62-3931
（医）渡辺クリニック 本宮市高木 34-3311

 17日（日） 独立行政法人地域医療機能推進機構　二本松病院 二本松市成田町 23-1231
二本松ウイメンズクリニック 二本松市亀谷 24-1322
（医）上遠野内科医院（小） 本宮市本宮字荒町 33-5866

 24日（日） 佐久間内科小児科医院 二本松市本町 22-0570
整形外科内科リウマチ科　小林医院 二本松市根崎 22-0682
池田眼科医院 本宮市本宮字仲町 34-4100

 平成30年度安達地方休日当番医予定表（前期）

※（小）印は、小児科の当番医療機関
※当番医が変更になる場合もあります。最新の情報は二本松市のホームページでご確認ください。
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/

＊平成30年4月～平成30年9月
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☆受付時間9:00～11:30 14：00～16：30
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 7月 1日（日） みうら内科クリニック 二本松市羽石 22-5512
しんいち内科 二本松市油井 24-8420
吉田耳鼻咽喉科医院 本宮市本宮字万世 34-1330

 8日（日） （医）博愛会　東和クリニック（小） 二本松市針道 66-2122
（医）辰星会　枡記念病院 二本松市住吉 22-3100
いしわたクリニック 本宮市荒井 63-2826

 15日（日） かさい小児科クリニック（小） 二本松市油井 22-8800
（医）安斎内科胃腸科医院 二本松市若宮 22-3001
やなぎほり皮膚科クリニック 本宮市高木 24-1028

 16日（月） 海の日 （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
（医）成美会 鈴木皮フ科クリニック 二本松市本町 22-6877
（医）慈久会　谷病院 本宮市本宮字南町裡 33-2721

22日（日） 渡辺医院（小） 二本松市正法寺町 62-3000
（医）慈水会 みずのクリニック 二本松市根崎 23-5158
（医）落合会　東北病院 本宮市青田 33-2588

29日（日） （医）静心会　斎藤医院 二本松市若宮 22-0036
（医）菊慈会 きくち整形外科 二本松市油井 23-2627
（医）よしだこどもクリニック（小） 本宮市高木 34-6418

8月 5日（日） 土川内科小児科（小） 二本松市槻木 22-6688
（医）青木整形外科医院 二本松市榎戸 22-3103
本宮市国保白岩診療所 本宮市白岩 44-2008

 11日（土） 山の日 （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
（医）しかの眼科 二本松市油井 62-2520
（医）幹正会 よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋 63-2333

 12日（日） （医）社団実生会 土川産婦人科医院（小） 二本松市松岡 22-0035
（医）三浦内科医院 二本松市亀谷 23-3883
いしわたクリニック 本宮市荒井 63-2826

 19日（日） （医）佐藤内科胃腸科医院（小） 二本松市油井 22-0174
野地眼科医院 二本松市若宮 23-0024
（医）渡辺クリニック 本宮市高木 34-3311

 26日（日） 二本松市岩代国保診療所 二本松市百目木 56-2461
和田医院 二本松市小浜 55-2303
（医）上遠野内科医院（小） 本宮市本宮字荒町 33-5866

 9月 2日（日） 佐久間内科小児科医院 二本松市本町 22-0570
（医）辰星会　枡病院 二本松市本町 22-2828
池田眼科医院 本宮市本宮字仲町 34-4100

　9日（日） 土川内科小児科（小） 二本松市槻木 22-6688
ばばクリニック 二本松市油井 24-7122
本宮市国保白岩診療所 本宮市白岩 44-2008

 16日（日） かさい小児科クリニック（小） 二本松市油井 22-8800
独立行政法人地域医療機能推進機構　二本松病院 二本松市成田町 23-1231
吉田耳鼻咽喉科医院 本宮市本宮字万世 34-1330

17日（月） 敬老の日 （医）森小児科医院（小） 二本松市郭内 22-3215
整形外科内科リウマチ科　小林医院 二本松市根崎 22-0682
やなぎほり皮膚科クリニック 本宮市高木 24-1028

 23日（日） 秋分の日 （医）博愛会　東和クリニック（小） 二本松市針道 66-2122
さくらクリニック 二本松市藤之前 62-3931
（医）慈久会　谷病院 本宮市本宮字南町裡 33-2721

 24日（月） 振替休日 みうら内科クリニック 二本松市羽石 22-5512
しんいち内科 二本松市油井 24-8420
（医）落合会　東北病院 本宮市青田 33-2588

 30日（日） （医）安斎内科胃腸科医院 二本松市若宮 22-3001
二本松ウイメンズクリニック 二本松市亀谷 24-1322
（医）よしだこどもクリニック（小） 本宮市高木 34-6418
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