
年末年始休暇 休：休日診療当番医療機関12/29，12/31，1/8，1/9場所はたづくり西館保健センターです。電話番号：042-484-1455

12/24 25 26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

　飛田給プライマリクリニック 飛田給１－１１－１ 444-1715

　高坂皮膚科 飛田給１－２７－３ 486-8915

　飛田給内科クリニック 飛田給１－２８－２  497-6380

　ささもとこどもクリニック 飛田給１－４１－５ 498-4153 休日診療当番

　榎本内科クリニック 飛田給２－１２－９ 444-0456 午後～

　西調布井上クリニック 上石原１－３９－１ 426-0155 休日診療当番

　川野医院 上石原２－２７－９ 485-5480

　小林内科 上石原２－３０－２２ 482-8623

　中村医院 上石原２－４４－１５ 482-2036 午後～ 休日診療当番

　青木病院 上石原３－３３－１７ 483-1355 外来12/29～1/3休診

　くにさわクリニック 富士見町２－１４－１９ 485-8117

　小田耳鼻咽喉科医院 下石原１－３６－３ 484-1433 12/6、12/20休診、12/16午後のみ休診

　にしぼりこどもクリニック 下石原２－６－１４ 444-5560 休日診療当番（場所はたづくり西館）

　永研会クリニック調布 下石原２－７－７ 444-1102

　山口内科クリニック 下石原２－３２－２ 440-1886 休日診療当番

　くまざわ整形外科クリニック 下石原２－３２－２ 443-1175 午後～

　調布病院 下石原３－４５－１ 484-2626 休日診療当番 12/30・1/2発熱外来実施（9：00～16：00）

　辻医院 下石原３－６０－４ 482-2891

　雨宮整形外科 小島町１－１４－３ 444-7553 午後～

　せき循環器内科クリニック 小島町１－１４－３ 487-1505

　ながせ腎泌尿器科・外科 小島町１－１４－３ 480-1002

　菅間医院 小島町１－２４－５ 482-8830 休日診療当番

　調布駅前画像診断クリニック 小島町１－３５－５ 444-1417

　調布消化器内科・内視鏡クリニック 小島町１－３５－５ 426-9752

　河合クリニック 小島町１－３６－６ 488-5432

　麻生こどもクリニック 小島町１－５－６ 480-7810 午後～

　調布レディースクリニック 小島町１－５－６ 480-1050

　調布在宅クリニック 小島町１－２１－６ 508-2970

　調布東山病院 小島町２－３２－１７ 481-5511

　桐生クリニック 小島町２－４０－１０ 482-3069 午後～

　せしもクリニック 小島町２－４５－６ 443-1241

　スリープクリニック調布 小島町２－５０－２ 490-0700

　小田切医院 小島町２－５１－１ 482-8161 午後～

　調布脳神経外科 小島町２－５１－１-３Ｆ 490-6165 午後～

　小針クリニック 小島町２－５４－４ 443-4567 午後～

　森田皮膚科医院 小島町２－５６－３ 486-1532

　村松整形脳神経外科医院 小島町３－５０－５ 481-5171

　悠翠会うえまつクリニック 小島町３－６９－１４ 452-8199

　調布診療所 布田１－２４－３ 483-2557

　博愛医院 布田１－２６－１２ 440-8518

　水野眼科クリニック 布田１－２６－１２ 486-1177

　貝原レディースクリニック 布田１－２９－２ 426-1103

医療機関の年末年始休暇

医療機関名 住所 TEL 備考

＊臨時で休診する場合もございますので、事前にお電話の上、受診くださいますようお願いいたします。



年末年始休暇 休：休日診療当番医療機関12/29，12/31，1/8，1/9場所はたづくり西館保健センターです。電話番号：042-484-1455

12/24 25 26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

医療機関の年末年始休暇

医療機関名 住所 TEL 備考

＊臨時で休診する場合もございますので、事前にお電話の上、受診くださいますようお願いいたします。

　岡本内科クリニック 布田１－３５－３ 481-1167

　そわ整形外科 布田１－３６－８ 443-8550 休日診療当番

　古沢眼科 布田１－３６－８ 484-0002 午後～

　林クリニック 布田１－３６－８ 487-3778

　あらし耳鼻咽喉科クリニック 布田１－３７－１２ 498-1133 ※ 12/27午後の診療受付は17時で終了

　相澤皮フ科クリニック 布田１－４３－９ 499-6171

　調布はしもとクリニック 布田１－４４－３－６０１ 486-7833

　調布おなかと内科のクリニック 布田１－５０－１ 481-3530

　にゅうむら医院 布田２－１６－２ 443-6586

　松山眼科 布田２－２１－４ 485-8836

　調布くびと腰の整形外科クリニック 布田２－３３－６ 452-8556

　しおり小児科 布田２－４４－１ 440-7213 休日診療当番（場所はたづくり西館）

　磯崎整形外科 布田２－５１－６ 482-4919

　こころのクリニック調布 布田２－５１－６ 444-8527

　川島耳鼻咽喉科医院 布田３－４７－２ 498-3300

　調布眼科医院 布田３－５－１ 486-1010

　千葉耳鼻咽喉科クリニック 布田４－１８－１ 487-6645

　福地クリニック 布田４－２０－３ 441-5038

　飯野病院 布田４－３－２ 483-8811 午後～

　ひらいクリニック 布田５－２５－１ 426-4525 休日診療当番

　大枝医院 布田６－２５－２ 484-5065 午後～

　ごとう･クリニック 布田６－２５－２ 480-6750

　津田整形外科 国領町２－１３－５ 487-0099 12/29～1/10

　おぎもと内科クリニック 国領町２－１３－８ 489-6658

　ｺｸﾃｨやまうち内科神経内科 国領町２－５－１５ 488-7651 午後～

　ｺｸﾃｨｰ国年眼科クリニック 国領町２－５－１５ 488-9204 休日診療当番

　はすだ内科・循環器内科クリニック 国領町３－１－３８ 426-8102

　国領内科・消化器内科クリニック 国領町３－３－２０ 426-9509

　国領浦野皮膚科　 国領町４－８－１ 441-6950

　健幸クリニック調布国領 国領町４－８－１ 440-0215 休日診療当番（場所はたづくり西館）

　さいとうクリニック耳鼻咽喉科 国領町４－８－３ 442-3387

　国領石川クリニック 国領町４－９－４ 440-2551 透析専門

　国領整形外科とリハビリのクリニック 国領町４－９－４ 444-7600

　まりあクリニック 国領町４－１４－１０ 442-2188

　くろかわクリニック 国領町５－１－１９ 444-4880 休日診療当番

　須藤クリニック 国領町５－２８－８－１００ 498-1151

　多摩川病院 国領町５－３１－１ 483-4114

　濱中めいようクリニック 国領町７－３３－１ 452-8970 休日診療当番

　岩下皮膚泌尿器科 国領町７－３４－６ 484-1172

　佐野医院 国領町７－６６－２９ 482-4673 休日診療当番

　なかやま眼科 国領町８－１－１１ 426-4447

　なかやまクリニック 国領町８－２－２  426-0557
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　国領めいようクリニック 国領町８－６－８ 440-1515

　そめちファミリークリニック 染地２－８－３ 442-3123

　予防接種のこども診療所 染地２－４３－７６ 455-1889

　くわの胃腸科内科 染地３－１－１ 489-1212

　多摩川住宅内科クリニック 染地３－１－８１６－A2 484-2240

　ふかざわクリニック 多摩川５－１５－５ 444-3170

　安賀医院 佐須町３－１０－７ 482-1256

　西田医院 柴崎１－６４－１３ 483-1350

　小川耳鼻咽喉科クリニック 菊野台１－５４－５ 498-3341

　柴崎ファミリークリニック 菊野台２－２３－５ 440-3545 午後～

　しばさき内科クリニック 菊野台２－５－２１ 440-1200

　沼尻整形外科 東つつじヶ丘１－１－６ 03-3305-3161

　つつじヶ丘ホームドクタークリニック 東つつじヶ丘１－２－４ 03-6909-0871

　東京さつきホスピタル 東つつじヶ丘２－２７－１ 03-3308-8281 午後～

　東つつじヶ丘さくらクリニック 東つつじヶ丘３－５３－１１ 03-3300-3366

　つつじヶ丘クリニック 西つつじヶ丘１－２－１ 499-8220

　五島医院 西つつじヶ丘１－２１－３ 486-3535

　木内クリニック 西つつじヶ丘２－１４－１４ 03-3307-7411

　つつじヶ丘耳鼻咽喉科医院 西つつじヶ丘３－２５－１０ 482-1201 休日診療当番

　ワタナベ皮フ科クリニック 西つつじヶ丘３－２６－３ 441-2223

　秋鹿クリニック 西つつじヶ丘３－２６－６ 489-5577

　井上博文クリニック 西つつじヶ丘３－３０－３８ 499-5155

　えぎ眼科クリニック 西つつじヶ丘３－３０－６ 486-6286 1/4は午前のみ診療（午後は休診）

　佐々木こどもクリニック 西つつじヶ丘３－３７－２ 487-2433

　石川こどもクリニック 西つつじヶ丘４－１５－６ 440-7181 休日診療当番

　なばた整形外科 西つつじヶ丘４－１５－６ 490-7870 午後～

　きみしま眼科 西つつじヶ丘４－１５－６ 443-8127 午後～

　伊藤医院 西つつじヶ丘４－１９－１１ 483-0127 午後～

　にわファミリークリニック 西つつじヶ丘４－２３ 443-1120

　プライムクリニック 入間町２－２８－３６ 050-1746-1165

　しまだ整形外科 入間町３－１５－１０ 03-5429-1166

　イカリクリニック 入間町３－９－２３ 03-3789-8200

　仙川皮フ科クリニック 仙川町１－８－１ 03-3309-4082 休日診療当番

　仙川町クリニック 仙川町１－９－３７－１０３ 03-5384-4343

　くしやまクリニック 仙川町１－１１－２ 03-5313-5151 午後～

　永研会クリニック 仙川町１－１１－８ 03-5315-1181 午後～

　仙川耳鼻咽喉科 仙川町１－１２－４６ 03-5313-3281

　川端皮膚科クリニック 仙川町１－１３－１６ 03-3308-2286 休日診療当番

　仙川ひろクリニック 仙川町１－１４－２２ 03-6382-9935

　愛和クリニック 仙川町１－１５－４７ 03-3307-5477

　仙川駅前いたがきメンタルクリニック 仙川町１－１８－２ 03-5315-5505

　仙川駅前すずきクリニック 仙川町１－１８－２ 03-3309-1777
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　田村耳鼻咽喉科医院 仙川町１－１９－１８ 03-3309-2884 午後～

　山城整形外科 仙川町１－２０－１６ 03-3305-2267 休日診療当番

　よこすかレディースクリニック 仙川町１－２０－１６ 03-5315-5686

　すぎさか胃腸クリニック 仙川町１－５０－１ 03-5315-8858 午後～

　川原耳鼻咽喉科仙川クリニック 仙川町１－５１－１ 03-3326-4133

　ちかざわ耳鼻咽喉科クリニック 仙川町２－１２－６－１Ａ 03-3326-3387

　仙川おりはら眼科 仙川町２－１２－６－１Ｂ 03-3307-1010

　おとなとこどもの仙川泌尿器科 仙川町２－１２－６－１Ｄ 03-3300-1001 午後～ 休日診療当番

　仙川さとうクリニック 仙川町２－１８－１５ 03-5315-7373

　せたがや仙川クリニック 仙川町２－２１－１３ 03-3305-3400 休日診療当番

　塚本内科クリニック 仙川町３－１－１ 03-5315-2393

　きしおか眼科 仙川町３－１－１６ 03-5314-3626

　仙川整形外科 仙川町３－２－４　１階 03-3305-0088

　仙川の森クリニック 仙川町３－２－４　２階 03-3300-0003

　村上こどもクリニック 仙川町３－６－１５ 03-3300-4633 休日診療当番（場所はたづくり西館）

　やまぐち小児科 仙川町３－９－７ 03-5314-3800

　仙川脳神経外科クリニック 仙川町３－９－１５ 03-5969-8061

　緑ヶ丘井上内科診療所 緑が丘２－２－１ 03-3309-2202

　仲島医院 若葉町１－２７－５ 03-3300-0755

　村木医院 若葉町１－３８－２２ 03-3307-8615

　わかば町クリニック 若葉町２－１－６ 03-5313-3331 休日診療当番

　太田整形外科クリニック 若葉町２－６－４ 03-3300-9904

　調布ヶ丘耳鼻咽喉科医院 調布ヶ丘２－２６－１３ 480-6862

　東京心臓協会クリニック 調布ヶ丘２－２７－３１ 480-8110

　いしいこどもクリニック 調布ヶ丘３－１９－１２ 483-0101 休日診療当番 午後～

　ふしや内科・消化器内科クリニック 調布ヶ丘３－１９－１２ 485-0248

　金子レディースクリニック 調布ヶ丘３－１９－１３ 426-7800

　北多摩病院 調布ヶ丘４－１－１ 486-8111

　吉祥寺病院 深大寺北町４－１７－１ 482-9151

　クリニック花水木 深大寺北町４－１７－７ 441-5765

　工藤ハートフルクリニック 深大寺北町６－３８－６ 483-0125

　ふじかわクリニック 深大寺東町２－２３－５ 440-8277 休日診療当番

　きくち整形外科 深大寺東町２－２３－５ 440-3200 午後～

  なかむら眼科・形成外科 深大寺東町２－２３－５ 440-1146 午後～

　じんだい耳鼻咽喉科 深大寺東町２－２３－５ 444-3270 午後～

　金剛寺内科クリニック 深大寺東町７－４７－１ 482-1155

　鵜戸西クリニック 深大寺元町４－３１－２ 482-8658 休日診療当番12/25臨時休診


