
救急協力医 May５月
診療
時間

平　日　17時 〜21時
土曜日　12時 〜18時
日曜日・祝日　８時 〜18時

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈬

おぐち医院 992-6611 深良 池田病院 986-1212 本宿

池田病院 986-1212 本宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

小林内科医院 921-2165 米山町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

2 ㈭

裾野赤十字病院 992-0008 佐野

望星第一クリニック 922-0222 柳町 静岡医療センター 975-2000 長沢 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿

3 ㈮

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

蔓陀ヶ原 沼津市立病院 924-5100 東椎路 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色

4 ㈯

東名裾野病院 997-0200 御宿

田沢医院 962-1205 大手町 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

おおい神経内科 922-8886 北高島町

5 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿

さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫

島郷
スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町

6 ㈪

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

境医院 975-8021 竹原 聖隷沼津病院 952-1000 松下

7 ㈫ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 酒井医院 966-1755 今沢 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

8 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

9 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

10 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

11 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

山谷内科医院 966-5333 青野 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

かとう内科医院 946-5562 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

13 ㈪ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

14 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 大沢
ハートクリニック 929-1313 若葉町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

15 ㈬ やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

16 ㈭ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
17 ㈮ 新井内科クリニック 992-0811 久根 守重医院 931-2511 我入道

江川
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

18 ㈯ 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
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 沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分～翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時～翌朝７時

 三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日曜日、祝日　9時～21時

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

救急協力医テレホンサービス　 983-0115
救急協力医は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

日 内 科 外 科 小児科

19 ㈰

清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

小林医院 966-7700 今沢 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

20 ㈪ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

21 ㈫ つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

22 ㈬ 森医院 966-2017 石川 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

23 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

24 ㈮ 林医院 931-1120 住吉町 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

26 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

27 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中医院 921-2053 高島町

28 ㈫ 今井医院 921-3211 五月町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

29 ㈬ 旭医院 966-0031 原 白石医院 951-4593 市道町 西村医院 971-6510 下土狩

30 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

31 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

日 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
1 ㈬ たかひろ耳鼻咽喉科医院

0545-66-5100 宮島
矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

梶歯科医院
994-1344 石脇

2 ㈭ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

静岡医療センター
975-2000 長沢

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

カシワ木歯科医院
993-6108 茶畑

3 ㈮ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

かぬき岩端医院
932-8189 前原

Nao デンタルクリニック
980-6400 下土狩

4 ㈯ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

5 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

かまたクリニック
988-2488 文教町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

6 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

真野歯科医院
972-5290 堂庭

12 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

19 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

せき歯科クリニック
981-2633 的場

26 ㈰ 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

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
※10連休期間中は、救急協力医以外にも診療を予定している医療機関があります。詳細は「医療ネットしずおか」をご覧ください。
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