釜石市保健福祉部健康推進課（釜石市保健福祉センター２階）℡0193-22-0179

かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、日常的な診療や健康管理などを行ってくれる身近なお医者さん（診療所）のことを
言います。
＊ 日ごろから患者の病状、病歴、健康状態を把握しているので、もしもの時に素早い対応をとれます。
＊ 入院や詳しい検査が必要なときは、適切な病院に紹介します。

休日当番医の確認はこちら
＊ 広報かまいし（毎月15日号に掲載）
＊ 釜石市ホームページ http://www.city.kamaishi.iwate.jp/
ホーム ＞ 暮らす ＞ 健康・医療 ＞ 医療機関診療案内

医療機関の確認はこちら
＊ 釜石医師会ホームページ
http://www.kamaishi-med.or.jp/
＊ いわて医療ネット
http://www.med-info.pref.iwate.jp/
＊ チームかまいしホームページ
http://teamkamaishi.ec-net.jp/

「子ども救急相談電話」ご利用ください
岩手県医師会では、夜間における子どもの病気や事故への対処、応急処置などを看護師に相談できる
「こども救急相談電話」を受け付けています。（19:00～23:00）
ご利用は、℡019-605-9000 または 短縮＃8000（PHS・ダイヤル式回線電話・IP 電話は不可）まで。

救急車は本当に必要な時に
緊急性がないのに救急車を利用する人が増えています。このままでは本当に必要な人を待たせてしまう
心配が出てきました。皆さん自身の安心のために、救急車の適切な利用をお願いします。

市内医療機関 診療案内
内容は変更されることがあります。あらかじめ電話でご確認ください。

※平成30年4月現在
名称
釜石のぞみ病院
大渡町3-15-26
(釜石市保健福祉センター3～7階)
℡31-2300

【資料提供】釜石医師会
診療科

診療日

内科

月～金

眼科

火・水・木

ストレス外来

火

受付時間
8:30～11:30
8:30～11:00 ※新患は10:30まで
13:30～17:00（完全予約制）

名称

診療科

診療日

受付時間

内科

月～金

8:30～11:30

外科

月・火・水

8:30～11:30

整形外科

月・水・木

皮膚科

月・金

泌尿器科

木

8:30～11:30（月曜日は第2・4のみ診療）

せいてつ記念病院
小佐野町4-3-7 ℡23-2030

月・火・金
眼科

独立行政法人

国立病院機構 釜石病院
定内町4-7-1 ℡23-7111

※月曜日の新患受付は10:00まで、再来受付は
11:00まで

8:30～11:30
8:30～11:00（新患の受付はなし）
8:30～11:30

水

13:30～16:00（第2・4水曜日休診）

木

8:30～10:00

小児科・内科・
リハビリテーション科
クイーンズクリニック

月～金

神経内科

月・火・水

総合診療科

月～金

内科・循環器科

月～金

呼吸器科

木

消化器科

月～金

小児科

月～金

外科

月～金

心臓血管外科

金

8:45～11:00（予約制）
※小児神経外来を予約制で実施(月1回)

8:45～11:00（予約制）
※頭痛外来を予約制で実施

8:30～11:00
※禁煙外来を予約制で実施(毎週火曜日)

8:30～11:00
11:00～14:00（第1・3木曜日のみ診療）
予約の方と、予約済みの紹介患者のみ

8:30～11:00

岩手県立釜石病院
甲子町10-483-6 ℡25-2011
※休診日等最新の情報は、ホームペ
ージをご覧ください。
http://kamaishi-hp.com/

釜石厚生病院
野田町1-16-32 ℡23-5105
医療法人周凛会

久喜神経内科歯科クリニック
中妻町2-15-3 ℡23-1111

整形外科

月・火・木・金

予約の方と、予約済の紹介患者のみ
（月・金は予約のみ）

8:30～11:00 ※予防接種、乳児検診、慢性疾患
外来等を予約制で実施

8:30～11:00

※乳腺外来、ストーマ外来、食
道外来等を予約制で実施

8:30～11:00（第1・3金曜日のみ診療）
予約の方と、予約済の紹介患者のみ

8:30～10:00（水曜日休診）
火曜日の午後は予約の方のみ（15：00まで）

8:30～11:00（木曜日休診）

脳神経外科

月・火・水・金

神経内科

木

形成外科

月・水・木

泌尿器科

月～金

産婦人科

月～金

眼科

木・金

12:00～14:00 予約の方と紹介患者のみ

耳鼻咽喉科

水・木

8:30～10:00 予約の方と紹介患者のみ

精神科、内科
神経内科

月～金

8:30～11:30

神経内科・内科
歯科

月・火・木・金
水・土

予約の方と紹介患者のみ

8:30～11:00
予約の方と予約済みの紹介患者のみ

8:30～11:00
8:30～11:00
木曜日は予約の方のみ

8:30～10:00
※助産外来、マザークラスを予約制で実施

9:00～11:30、14:00～17:00
9:00～11:30

名称
加賀谷消化器科内科医院
中妻町2-10-20 ℡23-1110

小笠原内科クリニック
上中島町3-2-20 ℡25-2580

診療科

診療日
月・火・木・金
水・土

内科・循環器科
消化器科・呼吸器科

内科・消化器科
脳神経外科

甲子町10-268-1 ℡27-8571

月・火・水・金
木・土

土

8:00～11:45、13:00～14:45(第4土曜休診)

日

9:00～11:45(第4日曜休診)

電話でお問い合わせください。

月～金

9:00～12:00、14:00～17:30

釜石ファミリークリニック
大渡町3-15-26
(釜石市保健福祉センター3F)
℡31-1616

脳神経外科

土

藤井クリニック
只越町3-5-15 2階

℡27-8857

8:30～11:30、13:30～16:30

月・水

8:30～11:30
電話でお問い合わせください。

9:00～12:00、13:30～17:00

内科
土

外科・内科・肛門科

9:00～12:00

月・金

8:30～11:30、14:00～17:30

火・水

8:30～11:30、14:00～16:30

木・土

8:30～11:30

月・火・木・金
内科・神経内科
水・土
月・火・水・金

只越町3-3-3 ℡22-1273

※予約とリハビリ以外は9:00受付終了

8:30～11:30

月～金

平野内科医院

9:00～12:00（不定休で休診）

金

在宅療養科

鵜住居町5-29-10 ℡29-1212

15：00～20：00

新患は電話でお問い合わせください。

月～木

はまと神経内科クリニック

8:00～11:45、15:00～16:45、18:00～19:45

月～日

内科

中妻町3-6-6 ℡23-5157

8:30～11:30

訪問診療科

整形外科
リハビリテーション科

小泉医院

8:30～12:00、14:00～17:30

月・木・金

大渡町3-15-26
(釜石市保健福祉センター2F)
℡31-1881

甲子町10-483-5 ℡23-6635

8:30～12:00

小児科

釜石整形外科クリニック

神林医院

8:30～12:00、13:30～17:00

消化器科・内科

月・水・木・金

釜石しょうけいクリニック

受付時間

8:30～11:30、14:00～16:30 ※火・金の午後
は院長不在のため常勤職員が対応

8:30～11:30（第2・4・5土曜休診）
8:30～12:00、14:30～17:30

内科・呼吸器科
木・土
心療内科
精神神経科

月・火・木・金

8:30～12:00（第2・4土曜休診）
9:00～12:00、14:00～18:00

水・土

9:00～12:00

月～金

8:30～12:15、14:00～17:30

耳鼻咽喉科
土

堀耳鼻咽喉科眼科医院
只越町2-5-24 ℡22-1005
眼科

庄子医院
只越町2-2-10 ℡22-3677

産婦人科・内科
外科・小児科・皮膚科

平田診療所
平田5-84-5(平田第6仮設団地サポー
トセンター内) ℡26-6755

8:30～12:30

月・金

8:30～12:15、14:00～17:00

火・水

8:30～12:15

土

8:30～12:30

月～土

9:00～12:00、13:30～17:30

水・木

9:00～11:00、13:00～15:00

内科
火

9:00～11:00

