
                    峡南地域休日急患医療担当表（平成３０年度下半期分）は次のとおりです。次の点にご留意のうえ、ご利用ください。

注意事項
  ◎　これは、あくまでも急病患者の医療を確保するためのものです。当番医は、原則として出張診療は行いません。

  ◎　当番医の診療時間は、原則として午前９時から午後５時までです。

  ◎  次の当番医表は予定であり、変更されることがありますので、下記消防本部にお問い合わせください。

  ◎　診療科目については、当番医に事前にご確認のうえご利用ください。

平成３０度下半期 （平成３０年１０月～平成３１年３月）平成３０年度下半期 （平成３０年１０月～平成３１年３月）

月日 曜日

10/7 日 身延山病院 62-1061 内・外・整 身延町 ふじかわ泌尿器クリニック 20-7011 泌 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

 8 月 42-2322 内・外・整 身延町 小野皮膚科医院 22-5567 皮 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

 14 日 66-2102 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町 立川医院 272-0355 内 市川三郷町

 21 日 身延山病院 62-1061 内・外・整 身延町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

 28 日 36-1111 内・外・整・リ 身延町 しぶや眼科 22-2220 眼 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

11/3 土 62-1061 内・外・整 身延町 幸芳耳鼻咽喉科 22-3387 耳 富士川町 磯野医院 32-1881 内・小 市川三郷町

4 日 42-2322 内・外・整 身延町 くつま整形 22-6688 整 富士川町 高橋医院 32-2521 内・外・小 市川三郷町

11 日 64-3117 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

18 日 66-2009 内・外 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 溝部医院 272-0003 内・小・皮・呼・循・ア 市川三郷町

23 金 64-2037 内・外 南部町 くぼた内科胃腸科医院 22-0301 ０５５６－２２－３１３５内・小・胃 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

25 日 身延山病院 62-1061 内・外・整 身延町 ふじかわ泌尿器クリニック 20-7011 泌 富士川町 立川医院 272-0355 内 市川三郷町

12/2 日 飯富病院 42-2322 内・外・整 身延町 小野皮膚科医院 22-5567 皮 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

9 日 66-2102 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町 磯野医院 32-1881 内・小 市川三郷町

16 日 66-2009 内・外 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 高橋医院 32-2521 内・外・小 市川三郷町

23 日 36-1111 内・外・整・リ 身延町 しぶや眼科 22-2220 眼 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

24 月 62-1061 内・外・整 身延町 幸芳耳鼻咽喉科 22-3387 耳 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

29 土 42-2322 内・外・整 身延町 くつま整形 22-6688 整 富士川町 溝部医院 272-0003 内・小・皮・呼・循・ア 市川三郷町

30 日 64-2037 内・外 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町 立川医院 272-0355 内 市川三郷町

31 月 64-3117 内・小 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

1/1 火 66-2009 内・外 南部町 くぼた内科胃腸科医院 22-0301 内・小・胃 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

2 水 62-1061 内・外・整 身延町 ふじかわ泌尿器クリニック 20-7011 泌 富士川町 磯野医院 32-1881 内・小 市川三郷町

3 木 42-2322 内・外・整 身延町 小野皮膚科医院 22-5567 皮 富士川町 高橋医院 32-2521 内・外・小 市川三郷町

6 日 66-2102 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

13 日 64-3117 内・小 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 溝部医院 272-0003 内・小・皮・呼・循・ア 市川三郷町

14 月 36-1111 内・外・整・リ 身延町 幸芳耳鼻咽喉科 22-3387 耳 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

20 日 62-1061 内・外・整 身延町 しぶや眼科 22-2220 眼 富士川町 立川医院 272-0355 内 市川三郷町

27 日 42-2322 内・外・整 身延町 くつま整形 22-6688 整 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

2/3 日 64-3117 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町 磯野医院 32-1881 内・小 市川三郷町

10 日 66-2009 内・外 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 高橋医院 32-2521 内・外・小 市川三郷町

11 月 64-2037 内・外 南部町 くぼた内科胃腸科医院 22-0301 内・小・胃 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

17 日 62-1061 内・外・整 身延町 ふじかわ泌尿器クリニック 20-7011 泌 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

24 日 42-2322 内・外・整 身延町 小野皮膚科医院 22-5567 皮 富士川町 溝部医院 272-0003 内・小・皮・呼・循・ア 市川三郷町

3/3 日 66-2102 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町 立川医院 272-0355 内 市川三郷町

10 日 64-2037 内・外 南部町
峡南医療センター
富士川病院 22-3135 内・外・整 富士川町 一瀬医院 272-0183 内・外・整・小 市川三郷町

17 日 36-1111 内・外・整・リ 身延町 くつま整形 22-6688 整 富士川町
峡南医療センター
市川三郷病院 272-3000 内・外・泌 市川三郷町

21 木 62-1061 内・外・整 身延町 幸芳耳鼻咽喉科 22-3387 耳 富士川町 磯野医院 32-1881 内・小 市川三郷町

24 日 42-2322 内・外・整 身延町 しぶや眼科 22-2220 眼 富士川町 高橋医院 32-2521 内・外・小 市川三郷町

31 日 64-3117 内・小 南部町 峡南病院 22-4411 内・外・整 富士川町
市川メディカル
クリニック 272-3337 内・外・消 市川三郷町

診療科目 ： （内）内科  （外）外科  （整）整形外科  （小）小児科  （耳）耳鼻咽喉科  （眼）眼科  （皮）皮膚科  （泌）泌尿器科  （胃）胃腸内科

            （呼）呼吸器内科  （循）循環器内科  （ア）アレルギー科  （消）消化器内科  （リ）リハビリテーション科

峡南地域 救急医療指定施設
診療科目 その他問い合わせ先
内・外・泌 市川三郷町市川大門４２８-１ 上記以外の休日や夜間の救急医療機関については下記にお問い合わせください

内・外・整 富士川町鰍沢３４０-１

内・外・整 富士川町鰍沢１８０６

内・外・整 身延町飯富１６２８　

内・外・整 身延町梅平２４８３-１６７

○ 子どもの急な病気に困ったら小児救急電話相談をご利用ください。

　  　　小児救急電話相談　　携帯電話（プッシュ回線）：局番なし ♯８０００　  ダイヤル回線 ：０５５－２２６－３３６９　　　　小児救急電話相談　　携帯電話（プッシュ回線） ： 局番なし　♯８０００

ダイヤル回線  ： ０５５-２２６-３３６９

        休 日 急 患 医 療 担 当 表

南部町診療所

富河医院

佐野医院

身延山病院

峡南地域（中部） 峡南地域（北部）峡 南 地 域 （南 部）

西 八 代 郡 ・ 南 巨 摩 郡 医 師 会

保 存

飯富病院

南部町診療所

富河医院

佐野医院

望月医院        

飯富病院

しもべ病院

身延山病院

飯富病院

しもべ病院

身延山病院

望月医院        

　　　　　　「Q助」　アプリのダウンロード、WEB版利用

　　　 　　　　 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html　　　　　QRコード→

　　　　　  救急車・救急医療機関の適正な使用をお願いします。

山梨県救急医療情報センター

峡南消防本部

０５５－２２４－４１９９

○ 救急車を必要とする場合は「１１９番」へ連絡してください。

飯富病院

身延山病院

０５５６－４２－２３２２

０５５６－６２－１０６１
０５５－２７２－１９１９

電話番号 所在地

富河医院

しもべ病院

身延山病院

飯富病院

佐野医院

南部町診療所

身延山病院

飯富病院

南部町診療所

望月医院        

佐野医院

峡 南 地 域 保 健 医 療 推 進 委 員 会

事 務 局 ： 峡 南 保 健 福 祉 事 務 所 （ 峡 南 保 健 所 ）

峡南医療センター市川三郷病院

峡南医療センター富士川病院

峡南病院

０５５ー２７２ー３０００

０５５６ー２２ー３１３５

０５５６－２２－４４１１

富河医院

飯富病院

身延山病院

しもべ病院

南部町診療所

飯富病院

望月医院        

施設名


