
2023.4.5変更

4 2 日 沼南医院(内科) 鞆町 森田内科クリニック 南蔵王町 庵谷内科循環器科 御幸町

982-2044 940-5051 （内科・小児科） 970-2022
9 日 うだ胃腸科内科外科 沖野上町 さいきじんクリニック 瀬戸町 藤田小児科内科医院 春日町

クリニック（内科・外科） 922-2445 (内科) 949-2777 (小児科) 948-6500
16 日 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 占部内科医院 川口町 上原医院 幕山台

　　クリニック(内科･外科) 927-1414 954-1331 (内科・小児科) 948-2101
23 日 福山城西病院（内科） 西町 みやざわ内科 南蔵王町 おひさまこどもｸﾘﾆｯｸ 御幸町

926-0606 999-6002 (小児科) 955-3220
29 土 今福内科クリニック 西町 ちかもり内科医院 曙町 みつふじ小児科 川口町

927-1101 920-2360 953-0307

30 日 かたおか内科クリニック 山手町 いしい内科・糖尿病 御船町 よしだﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 新涯町

951-2111 クリニック 973-2555 内科・小児科(内科･小児科) 954-4455

5 3 水 住吉ふじい病院(内科) 住吉町 もりかわ内科クリニック 東手城町 坂本眼科小児科ｸﾘﾆｯｸ 大門町

924-2233 983-0088 946-6656

4 木 仁愛内科クリニック 多治米町 児玉クリニック 南蔵王町 小池病院（小児科） 光南町

981-5017 (内科・外科) 943-5633 932-3512

5 金 ふじさわ内科 北吉津町 船町ふじおかクリニック 船町 さいとう小児科 宝町

925-1060 (内科) 944-9005 924-4150

7 日 タカタ内科胃腸科 東町 森内科 手城町 木村小児科 南蔵王町

921-5878 922-1816 943-7117

14 日 石井内科医院 大黒町 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 ふじもり医院 伊勢丘

923-2972 　　クリニック(内科･外科) 927-1414 （内科・小児科） 947-1275
21 日 アイネス内科クリニック 東桜町 こじょう内科 南手城町 やすはらこどもクリニック 多治米町

973-1125 932-7680 (小児科) 953-1152
28 日 平井外科胃腸科医院 御幸町 渡邉内科クリニック 川口町 日野内科・小児科 新涯町

（内科・外科） 955-5550 920-2327 クリニック 957-7222

6 4 日 神辺内科 野上町 土屋内科医院 東手城町 たかはし小児科 三吉町

925-2567 941-1754 921-0026

11 日 青景医院（内科） 津之郷町 青葉台クリニック 青葉台 日野ホームクリニック 御門町

951-1069 (外科・内科) 947-6565 内科小児科 923-1939

18 日 向田医院(内科) 水呑町 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 クリニック和田 多治米町

956-0048 　　クリニック(内科･外科) 927-1414 （内科・小児科） 953-8292
25 日 小池内科循環器科 明治町 宇田内科リウマチ科 東深津町 細木小児科 港町

922-3017 922-4747 921-7111

7 2 日 ふじいクリニック 水呑町 前原病院(内科) 手城町 なかよし小児科 引野町

（内科） 983-2219 925-1086 943-1774

9 日 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 冨永内科医院 奈良津町 福田内科小児科 瀬戸町

　　クリニック(内科･外科) 927-1414 922-6139 951-2201

16 日 古城クリニック 野上町 永原内科クリニック 伊勢丘 おひさまこどもｸﾘﾆｯｸ 御幸町

(内科・外科) 971-7335 948-9123 (小児科) 955-3220
17 月 瀬尾胃腸科内科 昭和町 大石病院(内科・外科) 川口町 上原医院 幕山台

923-2738 953-3215 (内科・小児科) 948-2101

23 日 にしえクリニック 宝町 いしおか医院(内科) 大門町 小林病院 春日町

(内科) 931-3223 946-5100 （内科・小児科） 943-3111
30 日 まつもりファミリー 本庄町中 コム・クリニック佐藤 引野町 みつふじ小児科 川口町

クリニック(内科･外科) 973-0131 (内科) 941-0001 953-0307

8 6 日 徳永医院(内科・外科) 鞆町 若林医院(内科) 春日町 よしだﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 新涯町

983-5050 941-1112 内科・小児科(内科･小児科) 954-4455

11 金 佐藤胃腸科医院 西町 福山回生病院(内科) 引野町 日野内科・小児科 新涯町

(内科) 926-0221 941-0665 クリニック 957-7222
13 日 宮﨑胃腸科放射線科 霞町 池田響子ハート 若松町 広岡整形外科(外科) 南手城町 藤田小児科内科医院 春日町

内科医院 932-2485 クリニック(内科) 926-3767 926-6200 (小児科) 948-6500
14 月 城北診療所(内科) 木之庄町 法宗医院(内科) 伊勢丘 いけだ小児科 南蔵王町

923-8161 947-5507 973-1500

15 火 谷口ハートクリニック 多治米町 森内科 手城町 木村小児科 南蔵王町

(内科) 959-3211 922-1816 943-7117

20 日 さいきじんクリニック 瀬戸町 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 さいとう小児科 宝町

(内科) 949-2777 　　クリニック(内科･外科) 927-1414 924-4150

27 日 まつはまクリニック 松浜町 石田内科循環器科 東川口町 庵谷内科循環器科 御幸町

(内科・外科) 920-8150 954-1010 （内科・小児科） 970-2022
9 3 日 とくも胃腸科皮ふ科 光南町 上田循環器科内科 王子町 小池病院（小児科） 光南町

(内科) 923-1552 923-6323 932-3512

10 日 こばたけ医院(内科） 松浜町 占部内科医院 川口町 大日方小児科医院 光南町

922-7878 954-1331 923-0798

17 日 竹本内科循環器科 大黒町 佐長内科クリニック 春日町 たかはし小児科 三吉町

945-7785 921-0026

18 月 いそだ病院(内科・外科) 松浜町 伊勢丘内科クリニック 伊勢丘 日野ホームクリニック 御門町

922-3346 947-1159 内科小児科 923-1939

23 土 岡田クリニック 水呑町 森近内科 西深津町 やすはらこどもクリニック 多治米町

(内科・外科) 920-5656 927-4858 (小児科) 953-1152
24 日 小林医院(内科) 水呑町 藤本外科胃腸科肛門科 御門町 細木小児科 港町

956-1351 　　クリニック(内科･外科) 927-1414 921-7111
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