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いちのせき
けんこう
カレンダー

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

1 2 3 4 5 6 7
　

	

休　

日

●西  ［内科］木村消化器内科
（三関） ☎21-1311

 ［外科］西城医院 
（舞川） ☎28-2393

●東  吉田内科循環器科医院
（大原） ☎71-2131

夜	

間

●西  小野寺内科循環器科 
（末広） ☎23-5600

●東  室根診療所 
（折壁） ☎64-2127

　

	

休　

日

●西  ［内科］千葉内科医院 
（山目） ☎25-3211

 ［外科］一関病院 
（大手町） ☎23-2050

●東  奥玉診療所 
（奥玉） ☎56-2751

夜	

間

●西  及川内科胃腸科クリニック
（鳴神） ☎31-3131

 
●東  かわさきファミリークリ

ニック（薄衣）☎43-3770

夜	

間

●西  いとう脳神経内科 
（上坊） ☎21-8200

●東  県立千厩病院 
（千厩） ☎53-2101

夜	

間

●西  一関中央クリニック
 （中央町） ☎21-1222

●東  谷藤内科医院 
（千厩） ☎51-3355

8 9 10 11 12 13 14
　

	

休　

日

●西  ［内科］ひらいずみ内科クリ
ニック（平泉） ☎34-1133

 ［外科］笠原耳鼻咽喉科医院
（五代町） ☎23-4916

●東  室根診療所 
（折壁） ☎64-2127　

夜	

間

●西  桂島医院 
（駅前） ☎21-8883

●東  菅野内科医院 
（摺沢） ☎75-2772

夜	

間

●西  佐藤胃腸科内科医院 
（山目町） ☎23-9678

●東 県立大東病院 
（大原） ☎72-2121

夜	

間

●西  木村消化器内科 
（三関） ☎21-1311

 
●東  かわさきファミリークリ

ニック（薄衣）☎43-3770

夜	

間

●西  西城医院 
（舞川） ☎28-2393

●東  県立千厩病院 
（千厩） ☎53-2101

夜	

間

●西  寺崎内科胃腸科医院 
（青葉） ☎23-6211

●東  阿部医院 
（長坂） ☎47-3898

15 16 17 18 19 20 21
　

	

休　

日

●西  ［内科］菊池医院 
（銅谷町） ☎23-7100

 ［外科］岡崎整形外科 
（三関） ☎23-7000

●東  阿部医院 
（長坂） ☎47-3898

夜	

間

●西  誠信堂医院・小児科
 （涌津） ☎82-3434

●東  吉田内科循環器科医院 
（大原） ☎71-2131

夜	

間

●西 さとう小児科医院 
（桜木町） ☎23-4020

●東  猿沢診療所 
（猿沢） ☎76-2020

夜	

間

●西  袋医院 
（花泉） ☎82-3316

●東  かわさきファミリークリ
ニック（薄衣） ☎43-3770

夜	

間

●西  中野内科循環器科クリ
ニック（山目） ☎33-2311

●東  県立千厩病院 
（千厩） ☎53-2101

夜	
間

●西  氷室内科医院 
（青葉） ☎23-3185

●東  千厩ひかりクリニック 
（千厩） ☎51-1156

22 23 24 25 26 27 28
　

	

休　

日

●西  ［内科］菅原内科循環器科医院 
（涌津） ☎82-5528

 ［外科］かねた整形外科医院 
（山目） ☎33-1110

●東  藤沢病院 
（藤沢） ☎63-5211

　

	

休　

日

●西  ［内科］佐藤胃腸科内科医院 
（山目町） ☎23-9678

 ［外科］中里クリニック 
（石畑） ☎32-5888

●東  菅野内科医院 
（摺沢） ☎75-2772

夜	

間

●西  菅原内科循環器科医院 
（涌津） ☎82-5528

●東  県立大東病院 
（大原） ☎72-2121

夜	

間

●西  阿部内科クリニック 
（竹山町） ☎23-2918

●東  かわさきファミリークリ
ニック（薄衣） ☎43-3770

夜	
間

●西  千葉内科医院 
（山目） ☎25-3211

●東  県立千厩病院 
（千厩） ☎53-2101

夜	

間

●西  ひらいずみ内科クリニック 
（平泉） ☎34-1133

●東  菊池内科医院 
（沖田） ☎74-2512

29 30
　

	

休　

日

●西  ［内科］中野内科循環器科クリ
ニック（山目） ☎33-2311

 ［外科］そばた脳神経クリニック 
（上大槻街） ☎21-1175

●東  猿沢診療所 
（猿沢） ☎76-2020

夜	

間

●西  一関中央クリニック 
（中央町） ☎21-1222

●東  たかがね内科泌尿器科クリ
ニック（千厩） ☎51-1377

夜	

間

夜間救急当番医
●診療時間…18：00～20：00

休	

日

休日当番医
●診療時間…9：00～17：00

❶当番医は変更になること
があります。電話で確認し
てから受診してください

❷保険証とお薬手帳を持参
し、受診してください

夜間こども
救急相談電話
子供の病気への対応や応急措置
などを看護師に相談できる窓口
です。年中無休で応じます。

●受け付け…19：00～23：00

問☎ 019・605・9000
または☎ ＃8000

日 医療機関 日 医療機関 日 医療機関
1
㊐

葛内科胃腸科医院
（田中前）☎ 22︲6750

８
㊐

条南整形外科
（田中前）☎ 29︲6711 23

㊊

おだか医院
（田中前）☎ 22︲₃₂₁₀

３
㊋

うちクリニック
（東新城）☎ 23︲0087 15

㊐

小野寺医院
（赤岩五駄鱈）☎ 23︲9890

佐々木小児科医院
（本郷）☎ 22︲6811

鈴木医院
（長磯原の沢）☎ 27︲2315

気仙沼市立本吉病院
（本吉町津谷）☎ 42︲2621 29

㊐

森田医院
（八日町）☎ 22︲₆₆₃₃

８
㊐

三条小児科医院
（田中前）☎ 23︲₀₀₈₈

22
㊐

すがわら内科クリニック
（松崎萱）☎ 25︲8825

小野医院
（唐桑町宿浦）☎ 32︲3128

医療機関を受診する皆さんへ
・診療時間内に受診しましょう
・かかりつけ医をもちましょう
・休日や夜間の受診は当番医を利用しましょう

 気仙沼市の休日当番医 ＊気仙沼市（市外局番0226）の当番医は、
　医療機関により一部診療時間が異なります　 登米市・栗原市の休日当番医

日 医療機関 日 医療機関 日 医療機関 日 医療機関 日 医療機関

１
㊐

［登米］登米市立登米診療所
（登米町寺池）☎52︲2175 ３

㊋

［栗原］佐々木内科
（若柳川北）☎32︲6633

８
㊐

［栗原］萩野診療所
（金成有壁）☎44︲2005

22
㊐

［登米］佐藤内科医院
（迫町佐沼）☎22︲2160 23

㊊

［栗原］一迫内科クリニック
（一迫真坂）☎52︲2122

［栗原］佐藤内科小児科医院
（築館伊豆）☎22︲₃₂₀₅

［栗原］渡辺整形外科内科胃腸科医院
（栗駒岩ヶ崎）☎45︲2273

15
㊐

［登米］三浦消化器内科
（中田町石森）☎34︲₃₆₁₁

［栗原］佐藤外科医院
（築館伊豆）☎22︲2661

［栗原］日野外科内科
（築館薬師）☎22︲2005

［栗原］栗原市立高清水診療所
（高清水桜丁）☎58︲2020 ８

㊐

［登米］佐幸医院
（迫町佐沼）☎22︲7003

［栗原］宮城島クリニック
（一迫真坂）☎52︲₂₈₈₁

［栗原］ほそや小児科
（栗駒岩ヶ崎）☎45︲5660

29
㊐

［登米］遊佐内科胃腸科医院
（迫町佐沼）☎22︲2177

３
㊗

［登米］田中医院
（迫町佐沼）☎22︲1155

［栗原］くろさわ整形外科
（一迫真坂）☎52︲2627

［栗原］若柳消化器内科
（若柳川北）☎32︲2316

23
㊊

［登米］サンクリニック
（南方町鴻ノ木）☎29︲6060

［栗原］熊坂医院
（一迫川口）☎54︲2311

＊登米市（市外局番0220）、栗原市（市外局番0228）の当番医は、医療機関により一部診療時間が異なります
＊佐藤医院・おおともクリニックの市外局番は0225、八嶋中央診療所の市外局番は0228

［栗原］畠山医院
（築館伊豆）☎22︲2475
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