
7 （日） 瀬尾医院 4 （日） 三上クリニック 1 （日） こぶしの里クリニック

14 （日） こぶしの里クリニック 11 （日） 東城病院 山の日 8 （日） 東城病院

21 （日） 東城病院 12 （月） 庄原市休日診療
センター 振替休日 15 （日） 日伝医院

28 （日） 瀬尾医院 13 （火） こぶしの里クリニック 盆休 22 （日） 瀬尾医院

29 （月） 庄原市休日診療
センター 昭和の日 14 （水） 日伝医院 盆休 29 （日） こぶしの里クリニック 年末休

30 （火） 三上クリニック 国民の休日 15 （木） 瀬尾医院 盆休 30 （月） 三上クリニック 年末休

18 （日） 三上クリニック 31 （火） 東城病院 年末休

1 （水） ※　参照 即位の日 25 （日） こぶしの里クリニック

2 （木） こぶしの里クリニック 国民の休日

3 （金） 庄原市休日診療
センター 憲法記念日 1 （日） 東城病院 1 （水） 庄原市休日診療

センター 元日

4 （土）
庄原市休日診療
センター みどりの日 8 （日） 日伝医院 2 （木） 瀬尾医院 年始休

5 （日） 東城病院 こどもの日 15 （日） 瀬尾医院 3 （金） こぶしの里クリニック 年始休

6 （月） 庄原市休日診療
センター 振替休日 16 （月） 庄原市休日診療

センター 敬老の日 5 （日） 東城病院

12 （日） 日伝医院 22 （日） 三上クリニック 12 （日） 日伝医院

19 （日） 東城病院 23 （月） 庄原市休日診療
センター 秋分の日 13 （月） 庄原市休日診療

センター 成人の日

26 （日） 三上クリニック 29 （日） こぶしの里クリニック 19 （日） 瀬尾医院

26 （日） 三上クリニック

2 （日） こぶしの里クリニック 6 （日） 東城病院

9 （日） 東城病院 13 （日） 日伝医院 2 （日） こぶしの里クリニック

16 （日） 日伝医院 14 （月） 庄原市休日診療
センター 体育の日 9 （日） 瀬尾医院

23 （日） 瀬尾医院 20 （日） 瀬尾医院 11 （火） 庄原市休日診療
センター

建国記念の日

30 （日） 三上クリニック 22 （火）
庄原市休日診療
センター

即位の礼正殿
の儀 16 （日） 日伝医院

27 （日） 三上クリニック 23 （日） 瀬尾医院 天皇誕生日

7 （日） こぶしの里クリニック 24 （月） 庄原市休日診療
センター 振替休日

14 （日） 東城病院 3 （日） こぶしの里クリニック 文化の日

15 （月）
庄原市休日診療
センター 海の日 4 （月）

庄原市休日診療
センター 振替休日 1 （日） 三上クリニック

21 （日） 日伝医院 10 （日） 東城病院 8 （日） こぶしの里クリニック

28 （日） 瀬尾医院 17 （日） 日伝医院 15 （日） 東城病院

23 （土） 庄原市休日診療
センター

勤労感謝の日 20 （金） 庄原市休日診療
センター 春分の日

連絡先一覧 （順不同） 24 （日） 三上クリニック 22 （日） 日伝医院

電　話 所在地 29 （日） 瀬尾医院

08477-2-2150 川東1463-1 

08477-2-0023 川東163-7 

08477-2-2180 川西493-1

08477-2-5255 川東152-4

08477-2-1151 東城375-5

0824-72-9900
西本町
三丁目4-7

三上クリニック
夜間子どもが急病になったときに、すぐに受診したほう
がよいのか、翌朝まで待ってもいいのか、判断に迷った
ときは相談してください。小児科勤務経験がある看護師
等が電話で対応します。携帯電話からも利用できます。
相談は無料ですが、通話料は相談者の負担となります。

　市民生活室保健福祉係

庄原市休日
診療センター

診療時間 9:00～17:00  （受付は16:45
まで）　内科のみ（中学生以上) ℡（08477）2-5131

瀬尾医院

日伝医院 こどもの救急電話相談 夜間の急変に ★お問い合わせは

こぶしの里
クリニック 局番なしの   #8000 午後７時～翌朝８時 庄原市役所東城支所

2 月

7月
１１月

３ 月

名　称

東城病院 ※平成31年（2019年）3月1日現在

５ 月
2020年

９ 月 １ 月

６ 月 １０月

 ※ 5月1日は、休日診療当番医はありませんが、急患の場合はかかりつけ医、庄原赤十字病院、西城市民病院へ

2019年                        お問い合わせください。　　　

４ 月 ８月 １２月

庄 原 市 東 城 町

2019年度

　 　日曜日，祝日（4月30日･5月2日），盆（8月13日～15日），年末年始（12月29日～31日.１月2日･３日）

　  　　午前９時から午後５時まで（診療は急患に限ります。）

　　　 ①保険証を提示してください。（保険証を変更されたときは、すぐに医療機関へお知らせください。）

　 　　②当番医について若干変更する場合があります。住民告知放送・新聞等で事前にご確認ください。

当 番 日

当番医の

注意事項

広島県


