
10月前期の救急協力医

１ 水 旭医院 ９66-００３１ 原 松原医院 ９6２-１４９6 白銀町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

２ 木 かとう内科医院 ９４6-５５6２ 大岡 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 白十字小児科医院 ９３３-５１１１ �下香貫
馬場

３ 金 大坂屋クリニック ９９５-３１００ 佐野 ふじわら
クリニック ９２４-８７７７ 寿町 古屋小児科医院 ９6３-０４０７ 西条町

４ 土 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 杉谷小児科医院 ９２３-6５４３ 筒井町

５ 日

境医院 ９７５-８０２１ 竹原 勝呂医院 ９6２-３０８３ 千本中町

小林内科医院 ９２１-２１6５ 米山町 原小児科医院 ９6２-０6３6 八幡町

さくら胃腸科・
外科 ９９４-１００８ 御宿 西方外科医院 ９２１-１３３３ 共栄町

６ 月 森本神経内科クリニック ９７6-５２２１ 竹原 田沢医院 ９6２-１２０５ 大手町 大橋内科・
小児科医院 ９９２-２８００ 佐野

７ 火 林医院 ９３１-１１２０ 住吉町 五十嵐クリニック ９３４-6７００ 志下 すずきファミリー
クリニック ９6０-０３３３ 一本松

８ 水 村岡内科クリニック ９５４-２０００ 大岡 山本整形外科・
循環器科 ９８９-８１１１ 南一色 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

９ 木 あめみや内科 ９３５-１１５９ 吉田町 池田病院 ９８6-１２１２ 本宿 星野医院 ９6２-０７８２ 山王台

１０ 金 望月内科医院 ９３１-５３6２ �下香貫
宮脇 東医院 ９２１-５５２０ 高沢町 よざ小児科医院 ９6７-５７２２ 原

１１ 土 大橋内科・小児科医院 ９９２-２８００ 佐野 聖隷沼津病院 ９５２-１０００ 松下 りゅうじん医院 ９８８-３１３３ 下土狩

１２ 日

やぐち内科・循環
器科クリニック ９７３-３８１１ 伏見 守重医院 ９３１-２５１１ �我入道

江川

岩渕内科医院 ９５１-４５７９ 添地町 杉谷小児科医院 ９２３-6５４３ 筒井町

清水館医院 ９９３-２３２３ 茶畑 御成橋栄
クリニック ９５２-２５２５ 通横町

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科
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救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

１３ 月

なおきクリニック ９２９-８５５５ 東椎路 駿東整形外科医院 ９２２-８８５５ 高沢町

きくちクリニック ９８９-５７８８ 桜堤 まるやま
小児科医院 ９８１-８５７７ 堂庭

おぐち医院 ９９２-66１１ 深良 こんどう
クリニック ９２５-２４２０ 岡宮

１４ 火 森医院 ９66-２０１７ 石川 青木整形外科医院 ９２２-０５２１ 高島町 古屋小児科医院 ９6３-０４０７ 西条町

１５ 水 つかだ医院 ９８３-１５７７ 堂庭 沼津大山
クリニック ９５４-２２７４ 大手町 田中医院 ９２１-２０５３ 高島町

日 曜 耳鼻科� ８時〜17時 眼　科� ８時〜17時 産婦人科�８時〜17時 歯　科� ９時〜15時

５ 日
田中耳鼻咽喉科�
医院
９７５-０２２6

中央町 聖隷沼津病院
９５２-１０００ 松下 静岡医療センター

９７５-２０００ 長沢 松本歯科医院
９９３-８７１１ 千福が丘

１２ 日
三島耳鼻咽喉科�
クリニック
９３５-66８１

�下香貫
樋ノ口

山秋眼科医院
９２４-４6８０ 筒井町 沼津市立病院

９２４-５１００ 東椎路 真野歯科医院
９７２-５２９０ 堂庭

１３ 月
たかひろ�
耳鼻咽喉科医院
０５４５-66-５１００

宮島
本田さくら眼科医
院
９５１-１３6５

大手町 田中産婦人科医院
９７１-３５４１ 中央町 牧野歯科医院

９８８-１１８４ 下長窪

平日：17時〜21時　　土曜日：12時〜18時　　日・祝日：8時〜18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 926-8699
沼津市日の出町1-15

三島メディカルセンター

☎ 972-0711
三島市南本町4-31

内科・外科・小児科
20時30分〜翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時〜翌朝７時）

内科・外科・小児科
平　日：18時〜22時
土曜日：14時〜21時
日祝日： ９時〜21時

☎
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