
［様式第３号］

課名

　件　　　名 市内休日急患在宅当番医新聞登載原稿

　（内科・小児科）
◎ 岡山市休日夜間急患診療所(北区東中央町・旧市民病院別館1階) 　電話 225-2225
　　　　※往診はできません。

　　　　受付時間　（診療は受付開始時間から30分後）
　　　　　　　　　○内科　：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○小児科：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

19時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　平日の月曜から土曜日 20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　（内科系）
◎ きょうの当番医
　　　　診療時間　（9時00分～17時00分）
　　　　※往診はできません。
　　　　※やむをえない事情で当番医が変わる場合がありますから，受診前に確認してください。
　　　　※「小児科」を受診の際は，在宅当番医は「内科系」のため，各当番医に受診が可能かどうかあら
　　　　　 かじめ確認してください。

コープみんなの診療所（内科）
中区乙多見 電話 278-8522

ほそたにクリニック（内科）
北区津島南二丁目 電話 251-1100

ふじわらクリニック内科小児科
東区中川町 電話 942-3520

吉井外科内科クリニック
東区瀬戸町沖 電話 952-3331

有森・整形外科・内科クリニック(内科)
北区西辛川 電話 284-6188

山谷医院（内科）
北区吉宗 電話 294-2987

南岡山医療センター（内科）
早島町早島 電話 086-482-1121

さとう内科クリニック（内科）
南区藤田 電話 296-8822

　（歯　科）
◎ 岡山市休日急患歯科診療所（北区東中央町・旧市民病院別館1階）　電話 225-8280
　　　　受付時間　（10時00分～11時30分）
　　　　※当分の間，診療時間を午前中のみとしています。
　　　　※急患に限ります。予約・往診はできません。

　（精神科）
◎ 岡山県精神科救急情報センター（精神科救急電話相談）　電話 225-9080
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始 　8時30分～翌朝8時30分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　  17時00分～翌朝8時30分
　　　　※電話受付後，受診が必要な場合は受診先を紹介します。

　（小児科）
◎ 岡山県小児救急医療電話相談　電話 #8000（携帯電話以外ではかからない場合があります）または801-0018
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始　18時00分～翌朝8時00分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　　19時00分～翌朝8時00分
　　　　※子ども（おおむね１５歳以下）の夜間の急病時の対応方法や医療機関への受診などについて，
　　　　看護師等が電話でご相談に応じ適切な助言を行います。

広 報 連 絡

資 料 提 供 年 月 日 令和3年9月16日

問 い 合 わ せ 先
医療政策推進課

電話
　直通803－1636

　内線5825

担 当 者
職名・氏名 課長　小藤
職名・氏名 副主査　澁谷

一宮・津高
御津・建部
高松・足守

吉備・妹尾
福田

藤田・興除
灘崎

9月19日(日曜)

旭川東地域

旭川西地域

西大寺・上道

瀬戸



［様式第３号］

課名

　件　　　名 市内休日急患在宅当番医新聞登載原稿

　（内科・小児科）
◎ 岡山市休日夜間急患診療所(北区東中央町・旧市民病院別館1階) 　電話 225-2225
　　　　※往診はできません。

　　　　受付時間　（診療は受付開始時間から30分後）
　　　　　　　　　○内科　：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○小児科：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

19時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　平日の月曜から土曜日 20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　（内科系）
◎ きょうの当番医
　　　　診療時間　（9時00分～17時00分）
　　　　※往診はできません。
　　　　※やむをえない事情で当番医が変わる場合がありますから，受診前に確認してください。
　　　　※「小児科」を受診の際は，在宅当番医は「内科系」のため，各当番医に受診が可能かどうかあら
　　　　　 かじめ確認してください。

おかもと内科小児科診療所
中区浜 電話 271-2655

三浦内科医院（内科）
北区伊福町二丁目 電話 252-6783

藤原内科循環器科医院（内科）
東区西大寺東三丁目 電話 942-2173

あかいわ☆瀬戸 休日内科診療所(内科)
赤磐市下市 電話 086-955-0393

坂野内科医院
北区吉宗 電話 294-5025

福本クリニック（内科）
北区首部 電話 284-8811

河原内科医院
早島町早島 電話 086-480-1112

須田外科内科医院
南区西紅陽台三丁目 電話 362-3221

　（歯　科）
◎ 岡山市休日急患歯科診療所（北区東中央町・旧市民病院別館1階）　電話 225-8280
　　　　受付時間　（10時00分～11時30分）
　　　　※当分の間，診療時間を午前中のみとしています。
　　　　※急患に限ります。予約・往診はできません。

　（精神科）
◎ 岡山県精神科救急情報センター（精神科救急電話相談）　電話 225-9080
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始 　8時30分～翌朝8時30分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　  17時00分～翌朝8時30分
　　　　※電話受付後，受診が必要な場合は受診先を紹介します。

　（小児科）
◎ 岡山県小児救急医療電話相談　電話 #8000（携帯電話以外ではかからない場合があります）または801-0018
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始　18時00分～翌朝8時00分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　　19時00分～翌朝8時00分
　　　　※子ども（おおむね１５歳以下）の夜間の急病時の対応方法や医療機関への受診などについて，
　　　　看護師等が電話でご相談に応じ適切な助言を行います。

一宮・津高
御津・建部
高松・足守

吉備・妹尾
福田

藤田・興除
灘崎

9月20日(月曜)

旭川東地域

旭川西地域

西大寺・上道

瀬戸

広 報 連 絡

資 料 提 供 年 月 日 令和3年9月16日

問 い 合 わ せ 先
医療政策推進課

電話
　直通803－1636

　内線5825

担 当 者
職名・氏名 課長　小藤
職名・氏名 副主査　澁谷



［様式第３号］

課名

　件　　　名 市内休日急患在宅当番医新聞登載原稿

　（内科・小児科）
◎ 岡山市休日夜間急患診療所(北区東中央町・旧市民病院別館1階) 　電話 225-2225
　　　　※往診はできません。

　　　　受付時間　（診療は受付開始時間から30分後）
　　　　　　　　　○内科　：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○小児科：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

19時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　平日の月曜から土曜日 20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　（内科系）
◎ きょうの当番医
　　　　診療時間　（9時00分～17時00分）
　　　　※往診はできません。
　　　　※やむをえない事情で当番医が変わる場合がありますから，受診前に確認してください。
　　　　※「小児科」を受診の際は，在宅当番医は「内科系」のため，各当番医に受診が可能かどうかあら
　　　　　 かじめ確認してください。

森末泌尿器科内科クリニック（内科）
中区倉田 電話 274-3330

はだ医院（内科小児科）
北区大元上町 電話 242-5151

陽クリニック（内科小児科）
東区西大寺新地 電話 943-8778

森クリニック
赤磐市周匝 電話 086-954-4747

福渡病院
北区建部町福渡 電話 722-0525

今井医院
北区西辛川 電話 284-0043

重井医学研究所附属病院
南区山田 電話 282-5311

みやけ内科クリニック（内科）
南区藤田 電話 296-7778

　（歯　科）
◎ 岡山市休日急患歯科診療所（北区東中央町・旧市民病院別館1階）　電話 225-8280
　　　　受付時間　（10時00分～11時30分）
　　　　※当分の間，診療時間を午前中のみとしています。
　　　　※急患に限ります。予約・往診はできません。

　（精神科）
◎ 岡山県精神科救急情報センター（精神科救急電話相談）　電話 225-9080
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始 　8時30分～翌朝8時30分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　  17時00分～翌朝8時30分
　　　　※電話受付後，受診が必要な場合は受診先を紹介します。

　（小児科）
◎ 岡山県小児救急医療電話相談　電話 #8000（携帯電話以外ではかからない場合があります）または801-0018
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始　18時00分～翌朝8時00分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　　19時00分～翌朝8時00分
　　　　※子ども（おおむね１５歳以下）の夜間の急病時の対応方法や医療機関への受診などについて，
　　　　看護師等が電話でご相談に応じ適切な助言を行います。

広 報 連 絡

資 料 提 供 年 月 日 令和3年9月16日

問 い 合 わ せ 先
医療政策推進課

電話
　直通803－1636

　内線5825

担 当 者
職名・氏名 課長　小藤
職名・氏名 副主査　澁谷

一宮・津高
御津・建部
高松・足守

吉備・妹尾
福田

藤田・興除
灘崎

9月23日(木曜)

旭川東地域

旭川西地域

西大寺・上道

瀬戸



［様式第３号］

課名

　件　　　名 市内休日急患在宅当番医新聞登載原稿

　（内科・小児科）
◎ 岡山市休日夜間急患診療所(北区東中央町・旧市民病院別館1階) 　電話 225-2225
　　　　※往診はできません。

　　　　受付時間　（診療は受付開始時間から30分後）
　　　　　　　　　○内科　：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○小児科：日曜，祝日及び年末年始  9時30分～11時30分，12時30分～16時30分，

19時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　平日の月曜から土曜日 20時00分～22時30分　　　　　　　　　　　
　（内科系）
◎ きょうの当番医
　　　　診療時間　（9時00分～17時00分）
　　　　※往診はできません。
　　　　※やむをえない事情で当番医が変わる場合がありますから，受診前に確認してください。
　　　　※「小児科」を受診の際は，在宅当番医は「内科系」のため，各当番医に受診が可能かどうかあら
　　　　　 かじめ確認してください。

ながけクリニック（内科）
中区中井 電話 207-6788

木村ファミリークリニック（内科小児科）
南区泉田四丁目 電話 902-0007

渡辺内科（内科）
東区西大寺中野 電話 942-2124

熊山診療所（内科）
赤磐市松木 電話 086-995-1251

黒住外科内科
北区一宮 電話 284-5400

津高台診療所
北区津高台一丁目 電話 251-0372

にしがわ診療所
北区中撫川 電話 239-2450

ほりぐち医院（内科小児科）
南区東畦 電話 281-9380

　（歯　科）
◎ 岡山市休日急患歯科診療所（北区東中央町・旧市民病院別館1階）　電話 225-8280
　　　　受付時間　（10時00分～11時30分）
　　　　※当分の間，診療時間を午前中のみとしています。
　　　　※急患に限ります。予約・往診はできません。

　（精神科）
◎ 岡山県精神科救急情報センター（精神科救急電話相談）　電話 225-9080
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始 　8時30分～翌朝8時30分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　  17時00分～翌朝8時30分
　　　　※電話受付後，受診が必要な場合は受診先を紹介します。

　（小児科）
◎ 岡山県小児救急医療電話相談　電話 #8000（携帯電話以外ではかからない場合があります）または801-0018
　　　　受付時間　：土曜，日曜，祝日及び年末年始　18時00分～翌朝8時00分
　　　　　　　　　　平日の月曜から金曜　　　　　　19時00分～翌朝8時00分
　　　　※子ども（おおむね１５歳以下）の夜間の急病時の対応方法や医療機関への受診などについて，
　　　　看護師等が電話でご相談に応じ適切な助言を行います。

一宮・津高
御津・建部
高松・足守

吉備・妹尾
福田

藤田・興除
灘崎

9月26日(日曜)

旭川東地域

旭川西地域

西大寺・上道

瀬戸

広 報 連 絡

資 料 提 供 年 月 日 令和3年9月16日

問 い 合 わ せ 先
医療政策推進課

電話
　直通803－1636

　内線5825

担 当 者
職名・氏名 課長　小藤
職名・氏名 副主査　澁谷


