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診療時間／午後 5時～ 7時

※当番日または診療時間が変更となる場合があります。念のため、当番医に
電話でご確認の上、受診してください。

※市民病院内休日急患診療所では、島田地区および
市内全域を対象にしています。

診療時間／午前 9時～午後 5時
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【志太榛原地域救急医療センター】☎ 054-644-0099
ところ／藤枝市瀬戸新屋362-1（県藤枝総合庁舎東側）
診療時間／月曜～木曜日　午後7時 30 分～10 時
　　　　　金曜～日曜日　午後7時 30 分～翌朝7時
診療科目／内科・小児科

  午後 7時 30 分以降の診療

　▶夜間診療時の持ち物
保険証、乳幼児医療受給者証、後期高齢者医療
被保険者証、飲んでいる薬

【静岡こども救急電話相談】☎＃8000（プッシュ回線）
　「受診した方がいい？」「様子を見ても大丈夫？」救急
病院に受診させるべきか迷っている時、看護師や小児科
医が電話でアドバイスします。
相談時間／年中無休　午後 6時～翌朝午前 8時
※プッシュ回線以外からは ☎ 054-247-9910
相談対象／おおむね15歳までの子の保護者など

  子どもの急な発熱やケガなどで困ったら

　相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。
　明らかに重症の場合は、迷わずダイヤル 119 番。

とき 当番医 （住所） 電話番号

3 日㈪ 片岡医院（本通七丁目） 36-5104

4 日㈫ 西山医院（南一丁目） 37-7208

5 日㈬ 勝見耳鼻咽喉科医院（本通三丁目） 37-2518

6 日㈭ 加藤整形外科クリニック（三ツ合町）35-1565

7 日㈮ かなやま眼科医院（道悦四丁目） 37-7767

10 日㈪ 川口クリニック（大津通） 34-3700

11 日㈫
きむら島田駅南クリニック
　　　　　　　　　（横井三丁目）

37-1155

12 日㈬ 神川整形外科医院（本通一丁目） 37-5236

13 日㈭ しのざき消化器科内科医院（元島田）33-1100

14 日㈮
さくらいファミリークリニック
　　　　　　　　　（三ツ合町）

36-3826

17 日㈪ 島田南耳鼻咽喉科（南二丁目） 33-3737

18 日㈫ 田代クリニック（井口） 30-5550

19 日㈬ はなみずき通りクリニック（旗指） 33-5550

20 日㈭ 藤井医院（岸町）　 35-4949

21 日㈮ 牧野耳鼻咽喉科医院（向島町） 37-5814

25 日㈫ 松永医院（東町） 37-1232

とき 当番医 （住所） 電話番号

26 日㈬ 水野医院（大柳南） 38-0003

27 日㈭ たぐちクリニック（日之出町） 39-5920

28 日㈮ 鈴木内科医院（道悦四丁目） 37-5165

とき 当番医（住所）＊診療科目 電話番号

2 日㈰ かなや眼科（金谷扇町）
▶眼科 45-0010

9 日㈰ 織田医院（金谷上十五軒）
▶循環器内科、内科、小児科 45-3042

16日㈰ 林医院（川根町家山）
▶内科、外科 53-2352

23日㈰ 加納医院（牛尾）
▶内科、呼吸器内科、アレルギー科、小児科 45-3038

24日㈪ 坂井医院（金谷都町）
▶内科、小児科 45-2069

29日㈯ 大下医院（川根本町）
▶内科、小児科 56-0019

30日㈰ 平井医院（金谷本町）
▶内科、外科、消化器内科 46-2236

31日㈪ 上長尾診療所（川根本町）
▶内科、消化器科、循環器科 56-1800

【島田市休日急患診療所】☎35-1799
島田市医師会の医師が診察します。
ところ／島田市民病院内
開設日／日曜日、祝日などの休日および年末年始
受付時間／午前 8時 30分～ 11時 30分
　　　　　午後 1時～ 4時 30分
診療科目／内科 ･小児科

  休日などの診療
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島田市民病院

　▶休日診療時の持ち物
保険証、乳幼児医療受給者証、後期高齢者医
療被保険者証、飲んでいる薬

問健康づくり課 ☎ 34-3281

問健康づくり課 ☎ 34-3281

4 種混合ワクチン予防接種

いきいき万
お も と

年青賞

　11月1日から、定期予防接種に4種混合ワクチン（百
日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）が導入
されました。
　今まで、3種混合ワクチンと不活化ポリオワクチン
を別々に接種していましたが、一つのワクチンで対応
できるようになりました。
対象者／生後 3カ月以上 7歳 6カ月未満で、平成 24
年 8月以降生まれの人（原則）で、3種混合ワクチン・
ポリオワクチンの接種をしていない人

通知／対象者には、赤ちゃん訪問時や郵送で予診票な
どをお渡ししています

※平成 24 年 7月以前に生まれた人で、4種混合ワク
チンの接種を希望される人は、健康づくり課までご
連絡ください。

※単独不活化ポリオワクチン予防接種の追加接種が、
定期予防接種になりました。

　10月6日、健康や体力づくりへの意識の高揚を目的
に、「健康まつり」がプラザおおるりで開催されました。
オープニングセレモニーでは、元気に暮らす90歳以上の
お年寄り4人に「いきいき万年青賞」が授与されました。
おめでとうございます。
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