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スクーリングなどで往復何時間もかけて通学される方も、ホテル等に長期滞在される方も、毎日規則正しい生
活を心がけ、体調管理に万全にスクーリングにのぞんでください。それでも体調を崩して困った方は、以下に
相談してください。
瓜生山キャンパス

窓口：保健センター（人間館地下1階）
・保健センターに内服薬は常備していません。各自で携行してください。

東京外苑キャンパス
窓口：事務室（1階）
・ 簡易ベッドを用意しています。ただし、使用していない教室がある場合のみとなりますのでご了承くださ

い。
・ 救急箱を用意しています。ただし、内服薬は常備していません。各自で携行してください。

学外
京都キャンパス・東京外苑キャンパス周辺の医療機関情報を掲載しますので、参考にしてください。
・ 必ず保険証を持参して受診してください。スクーリング受講時等も保険証を持参してください。
・ 一部の医療機関を除き、日曜・祝日は休みですが、「救急病院」では時間外診療として受診できます。電話

で確認してから受診してください。
・ 平日でも休診等の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、ご利用ください。
※掲載情報から変更されている場合もありますので、ご自身で確認の上、医療機関へ問い合わせてください。

７-１．京都キャンパス（瓜生山・高原）周辺の医療機関

７．キャンパス周辺の医療機関
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⑩川村産婦人科

■左京区下鴨高木町40
■☎075-781-0029
■受付時間
　月～土　  9：00 ～ 12：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
■診療科目・備考
　産婦人科

⑪中谷歯科クリニック

■左京区北白川山田町4-1
■☎0066-9801-216957
■受付時間
　月～土　  　　　 9：00 ～ 13：00
　月・火・水・金　14：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　歯科

⑫佐藤耳鼻咽喉科医院

■左京区北白川東久保田町1
■☎075-722-3387
■受付時間
　月～土（木以外） 9：00 ～ 12：00
　木　　　            9：00 ～ 11：00
　月・火・水・金　16：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　耳鼻咽喉科
　木のみ予約制（相談可）

⑬三嶋医院（本学校医）

■左京区修学院犬塚町11-3
■☎075-791-0123
■受付時間
　月・火・水・金・土　  9：00 ～ 12：00
　月・火・水・金　     18：00 ～ 20：00
■診療科目・備考
　内科・小児科・循環器科

⑭藤田医院

■左京区一乗寺塚本町46-2
■☎075-711-0911
■受付時間
　月・火・水・金・土　9：00 ～11：45
　月・水・金　　　  17：30 ～19：45
■診療科目・備考
　内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・
　リウマチ科・放射線科

⑮京都民医連第二中央病院
　（救急病院）

■左京区田中飛鳥井町89
■☎075-701-6111
■受付時間
　月～土　  8：30 ～11：30
　月～金　13：30 ～16：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
　科によって診療日が異なるので、確認し
　てから受診すること。
■診療科目・備考
　内科・外科・整形外科・精神科・皮膚科・
　婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡科・リハ
　ビリ科

⑯京都大学医学部附属病院
　（救急病院）

■左京区聖護院川原町54
■☎075-751-3111
■受付時間
　月～金　8：15 ～11：00
■診療科目・備考
　整形外科・消化器内科は完全予約制。　
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑰京都府立医科大学附属病院
　（救急病院）

■上京区河原町通広小路上ル梶井町465
■☎075-251-5111
■受付時間
　月～金　8：45 ～11：00
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑱京都第二赤十字病院（救急病院）

■上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
■☎075-231-5171
■受付時間
　月～金　            8：30 ～11：00
■診療科目・備考
　紹介状がある場合のみ予約可能
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑲峯松医院

■左京区田中東高原町48-2
■☎075-723-0818
■受付時間
　月～土　　　　　 9：00 ～12：00
   月・火・水・金　17：30 ～19：30
■診療科目・備考
　外科・整形外科・胃腸/肛門科

⑳もりもとレディースクリニック

■左京区田中西大久保町１３-１伊佐ビル１階
■☎075-702-1703
■受付時間
　月・火・木・金・土　　9：30 ～12：00
   月・木　　　　　　14：00 ～16：30
   火・金　　　　　　17：00 ～19：30
   土　　　　　　　　 13：30 ～15：00
■診療科目・備考
　産科・婦人科・内科・漢方薬外来

⑩川村産婦人科
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■診療科目・備考
　内科・外科・整形外科・精神科・皮膚科・
　婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡科・リハ
　ビリ科

⑯京都大学医学部附属病院
　（救急病院）
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■☎075-751-3111
■受付時間
　月～金　8：15 ～11：00
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　整形外科・消化器内科は完全予約制。　
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑰京都府立医科大学附属病院
　（救急病院）

■上京区河原町通広小路上ル梶井町465
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■受付時間
　月～金　8：45 ～11：00
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑱京都第二赤十字病院（救急病院）

■上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
■☎075-231-5171
■受付時間
　月～金　            8：30 ～11：00
■診療科目・備考
　紹介状がある場合のみ予約可能
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑲峯松医院

■左京区田中東高原町48-2
■☎075-723-0818
■受付時間
　月～土　　　　　 9：00 ～12：00
   月・火・水・金　17：30 ～19：30
■診療科目・備考
　外科・整形外科・胃腸/肛門科

⑳もりもとレディースクリニック

■左京区田中西大久保町１３-１伊佐ビル１階
■☎075-702-1703
■受付時間
　月・火・木・金・土　　9：30 ～12：00
   月・木　　　　　　14：00 ～16：30
   火・金　　　　　　17：00 ～19：30
   土　　　　　　　　 13：30 ～15：00
■診療科目・備考
　産科・婦人科・内科・漢方薬外来
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それでも体調を崩して困った時には
【学内で困った時】
■ 瓜生山キャンパス

保健センター（人間館地下1階）をお訪ねください。
 ・保健センターに内服薬は常備していません。各自で携行してください。

■ 東京外苑キャンパス
事務室（1階）をお訪ねください。
・簡易ベッドで休んでいただくこともできます。ただし、使用していない教室がある場合のみとなりますのでご了承ください。
・救急箱を用意しています。ただし、内服薬は常備していません。各自で携行してください。

【学外で困った時】
 今回、「京都キャンパス（瓜生山・高原）周辺の医療機関」と「東京外苑キャンパス周辺の医療機関等一覧」（p.44）として両キャン  

　 パス周辺の医療機関情報を掲載しますので、参考にしてください。
・必ず保険証を持参して受診してください。スクーリングを受けられる際も、保険証を持参してください。
・一部の医療機関を除き日曜・祝日は休みですが、「救急病院」では時間外診療として受診できます。電話で確認してから受診してください。
・8月の旧盆前後は、長期間休診する医療機関がありますので、必ず電話で確認してください。

①日本バプテスト病院（救急病院）

■左京区北白川山ノ元町47
■☎075-781-5191
■受付時間

月～金　8：30 ～12：00
土　　　8：30 ～11：00

■救急は24時間受け入れ
科によっては診療日が異なるので、確認要。

■診療科目・備考
内科・乳腺／一般外科・消化器センター・
整形外科・小児科／ NICU・産婦人科・
ホスピス・泌尿器科・放射線科・麻酔科・
人間ドック・臨床検査科・リハビリテーショ
ン科・AGA（男性型脱毛症）･脳神経外科

②バプテスト眼科クリニック

■左京区北白川上池田町12
■☎075-721-3800
■受付時間

月～土　8：30 ～11：00
13：00 ～15：45

■診療科目・備考
眼科

③鈴鹿内科医院

■左京区田中上大久保町2-3
■☎075-723-7111
■受付時間

月・水・金・土　  9：00 ～ 11：30
月・火・水・金　18：00 ～ 19：30

■診療科目・備考
内科・消化器科・循環器科

京 都 キャンパ ス（ 瓜 生 山・高 原 ） 周 辺 の 医 療 機 関

④わたなべクリニック

■左京区一乗寺向畑町45
■☎075-706-7888
■受付時間

月～土　　　　　9：00 ～12：00
月・火・木・金　17：30 ～19：30

■診療科目・備考
内科・循環器科・呼吸器科

⑤おおせこ内科

■左京区浄土寺上馬場町16
■☎075-752-2274
■受付時間

水～日　14：00 ～ 20：00
（休診日：月・火・祝日）

■診療科目・備考
内科・小児科

⑥シマムラ医院

■左京区田中西樋ノ口町78
■☎075-781-3294
■受付時間

月～土　　　　　8：15 ～ 12：00
月～木　　　　  14：15 ～ 18：00
金             14：15 ～ 18：3 0

■診療科目・備考
整形外科・内科・皮膚科・リウマチ科・
性感染症内科・リハビリテーション科 

⑦いじち医院

■左京区一乗寺宮ノ東町37
■☎075-706-1570
■受付時間

内科／神経内科
月・火・水・金・土　9：30 ～12：30
月・火・水・金　　16：30 ～19：30
皮膚科／アレルギー科
月・火・木・金　　　9：30 ～12：30

■診療科目・備考
内科／神経内科・皮膚科／アレルギー科

⑧松村皮膚科医院

■左京区北白川大堂町61-1-A
■☎075-606-6510
■受付時間

月・火・水・金・土　 9：30 ～12：30
月・水・金　　　    16：00 ～18：00

■診療科目・備考
皮膚科

⑨桐山眼科医院

■左京区浄土寺上馬場町79-1
■☎075-771-5020
■受付時間

月・火・水・金・土　  9：00 ～12：00
月・火・水・金　　  16：00 ～18：00

■診療科目・備考
眼科
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７-２．東京外苑キャンパス周辺の医療機関
医療機関
平日でも休診等の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、ご利用ください。
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⑩川村産婦人科

■左京区下鴨高木町40
■☎075-781-0029
■受付時間
　月～土　  9：00 ～ 12：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
■診療科目・備考
　産婦人科

⑪中谷歯科クリニック

■左京区北白川山田町4-1
■☎075-722-8688
■受付時間
　月～土　  　　　 9：00 ～ 13：00
　月・火・水・金　15：00 ～ 19：30
■診療科目・備考
　歯科

⑫佐藤耳鼻咽喉科医院

■左京区北白川東久保田町1
■☎075-722-3387
■受付時間
　月～土　            9：00 ～ 12：00
　木　　　            9：00 ～ 11：00
　月・火・水・金　16：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　耳鼻咽喉科
　木のみ予約制（相談可）

⑬三嶋医院

■左京区修学院犬塚町11-3
■☎075-791-0123
■受付時間
　月・火・水・金・土　  9：00 ～ 12：00
　月・火・水・金　     18：00 ～ 20：00
■診療科目・備考
　内科・小児科
（本学校医）

⑭藤田医院

■左京区一乗寺塚本町46-2
■☎075-711-0911
■受付時間
　月・火・水・金・土　9：00 ～11：45
　月・水・金　　　  17：30 ～19：45
■診療科目・備考
　内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・
　リウマチ科・放射線科

⑮京都民医連第二中央病院
　（救急病院）

■左京区田中飛鳥井町89
■☎075-701-6111
■受付時間
　月～土　  8：30 ～11：30
　月～金　13：30 ～16：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
　科によって診療日が異なるので、確認し
　てから受診すること。
■診療科目・備考
　内科・外科・整形外科・精神科・皮膚科・
　婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡科・リハ
　ビリ科

⑯京都大学医学部附属病院
　（救急病院）

■左京区聖護院川原町54
■☎075-751-3111
■受付時間
　月～金　8：15 ～11：00
　（禁煙外来：木曜日の午前中）
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑰京都府立医科大学附属病院
　（救急病院）

■上京区河原町通広小路上ル梶井町465
■☎075-251-5111
■受付時間
　月～金　8：45 ～11：00
　（禁煙外来：火・木・金の午前中）
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑱京都第二赤十字病院（救急病院）

■上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
■☎075-231-5171
■受付時間
　月～金　            8：30 ～11：00
■診療科目・備考
　紹介状がある場合のみ予約可能
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑲峯松医院

■左京区田中東高原町48-2
■☎075-723-0818
■受付時間
　月～土　　　　　 9：00 ～12：00
   月・火・水・金　17：30 ～19：30
■診療科目・備考
　外科・整形外科・胃腸/肛門科

⑳もりもとレディースクリニック

■左京区田中西大久保町１３-１伊佐ビル１階
■☎075-702-1703
■受付時間
　月・火・木・金・土　　9：30 ～12：00
   月・木　　　　　　14：00 ～16：30
   火・金　　　　　　17：00 ～19：30
   土　　　　　　　　 13：30 ～15：00
■診療科目・備考
　産科・婦人科・内科・漢方薬外来

⑩川村産婦人科

■左京区下鴨高木町40
■☎075-781-0029
■受付時間
　月～土　  9：00 ～ 12：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
■診療科目・備考
　産婦人科

⑪中谷歯科クリニック

■左京区北白川山田町4-1
■☎0066-9801-216957
■受付時間
　月～土　  　　　 9：00 ～ 13：00
　月・火・水・金　14：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　歯科

⑫佐藤耳鼻咽喉科医院

■左京区北白川東久保田町1
■☎075-722-3387
■受付時間
　月～土（木以外） 9：00 ～ 12：00
　木　　　            9：00 ～ 11：00
　月・火・水・金　16：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　耳鼻咽喉科
　木のみ予約制（相談可）

⑬三嶋医院（本学校医）

■左京区修学院犬塚町11-3
■☎075-791-0123
■受付時間
　月・火・水・金・土　  9：00 ～ 12：00
　月・火・水・金　     18：00 ～ 20：00
■診療科目・備考
　内科・小児科・循環器科

⑭藤田医院

■左京区一乗寺塚本町46-2
■☎075-711-0911
■受付時間
　月・火・水・金・土　9：00 ～11：45
　月・水・金　　　  17：30 ～19：45
■診療科目・備考
　内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・
　リウマチ科・放射線科

⑮京都民医連第二中央病院
　（救急病院）

■左京区田中飛鳥井町89
■☎075-701-6111
■受付時間
　月～土　  8：30 ～11：30
　月～金　13：30 ～16：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
　科によって診療日が異なるので、確認し
　てから受診すること。
■診療科目・備考
　内科・外科・整形外科・精神科・皮膚科・
　婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡科・リハ
　ビリ科

⑯京都大学医学部附属病院
　（救急病院）

■左京区聖護院川原町54
■☎075-751-3111
■受付時間
　月～金　8：15 ～11：00
■診療科目・備考
　整形外科・消化器内科は完全予約制。　
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑰京都府立医科大学附属病院
　（救急病院）

■上京区河原町通広小路上ル梶井町465
■☎075-251-5111
■受付時間
　月～金　8：45 ～11：00
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要。
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑱京都第二赤十字病院（救急病院）

■上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
■☎075-231-5171
■受付時間
　月～金　            8：30 ～11：00
■診療科目・備考
　紹介状がある場合のみ予約可能
　紹介状がない場合、選定療養費
　5,500円（税込み）が必要。

⑲峯松医院

■左京区田中東高原町48-2
■☎075-723-0818
■受付時間
　月～土　　　　　 9：00 ～12：00
   月・火・水・金　17：30 ～19：30
■診療科目・備考
　外科・整形外科・胃腸/肛門科

⑳もりもとレディースクリニック

■左京区田中西大久保町１３-１伊佐ビル１階
■☎075-702-1703
■受付時間
　月・火・木・金・土　　9：30 ～12：00
   月・木　　　　　　14：00 ～16：30
   火・金　　　　　　17：00 ～19：30
   土　　　　　　　　 13：30 ～15：00
■診療科目・備考
　産科・婦人科・内科・漢方薬外来
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⑩川村産婦人科

■左京区下鴨高木町40
■☎075-781-0029
■受付時間
　月～土　  9：00 ～ 12：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
■診療科目・備考
　産婦人科

⑪中谷歯科クリニック

■左京区北白川山田町4-1
■☎075-722-8688
■受付時間
　月～土　  　　　 9：00 ～ 13：00
　月・火・水・金　15：00 ～ 19：30
■診療科目・備考
　歯科

⑫佐藤耳鼻咽喉科医院

■左京区北白川東久保田町1
■☎075-722-3387
■受付時間
　月～土　            9：00 ～ 12：00
　木　　　            9：00 ～ 11：00
　月・火・水・金　16：30 ～ 19：30
■診療科目・備考
　耳鼻咽喉科
　木のみ予約制（相談可）

⑬三嶋医院

■左京区修学院犬塚町11-3
■☎075-791-0123
■受付時間
　月・火・水・金・土　  9：00 ～ 12：00
　月・火・水・金　     18：00 ～ 20：00
■診療科目・備考
　内科・小児科
（本学校医）

⑭藤田医院

■左京区一乗寺塚本町46-2
■☎075-711-0911
■受付時間
　月・火・水・金・土　9：00 ～11：45
　月・水・金　　　  17：30 ～19：45
■診療科目・備考
　内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・
　リウマチ科・放射線科

⑮京都民医連第二中央病院
　（救急病院）

■左京区田中飛鳥井町89
■☎075-701-6111
■受付時間
　月～土　  8：30 ～11：30
　月～金　13：30 ～16：00
　月～金　17：30 ～ 20：00
　科によって診療日が異なるので、確認し
　てから受診すること。
■診療科目・備考
　内科・外科・整形外科・精神科・皮膚科・
　婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡科・リハ
　ビリ科

⑯京都大学医学部附属病院
　（救急病院）

■左京区聖護院川原町54
■☎075-751-3111
■受付時間
　月～金　8：15 ～11：00
　（禁煙外来：木曜日の午前中）
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑰京都府立医科大学附属病院
　（救急病院）

■上京区河原町通広小路上ル梶井町465
■☎075-251-5111
■受付時間
　月～金　8：45 ～11：00
　（禁煙外来：火・木・金の午前中）
■診療科目・備考
　通常外来診療は紹介状が必要
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑱京都第二赤十字病院（救急病院）

■上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5
■☎075-231-5171
■受付時間
　月～金　            8：30 ～11：00
■診療科目・備考
　紹介状がある場合のみ予約可能
　紹介状がない場合、選定医療費
　（5,400税込み）が必要

⑲峯松医院

■左京区田中東高原町48-2
■☎075-723-0818
■受付時間
　月～土　　　　　 9：00 ～12：00
   月・火・水・金　17：30 ～19：30
■診療科目・備考
　外科・整形外科・胃腸/肛門科

⑳もりもとレディースクリニック

■左京区田中西大久保町１３-１伊佐ビル１階
■☎075-702-1703
■受付時間
　月・火・木・金・土　　9：30 ～12：00
   月・木　　　　　　14：00 ～16：30
   火・金　　　　　　17：00 ～19：30
   土　　　　　　　　 13：30 ～15：00
■診療科目・備考
　産科・婦人科・内科・漢方薬外来

■中京区西ノ京東栂尾町6番地（京都府医師会館1階）

㉑京都市急病診療所
　

■☎075-354-6021
■受付時間
　内科・眼科
　土　　　18：00～22：00
　日・祝　8月15日・16日、12月29日～1月3日

10：00～17：00、18：00～22：00
　耳鼻咽喉科
　日・祝　8月15日・16日、12月29日～1月3日

10：00～17：00
■診療科目・備考
　※小児科も診療あり。詳しくはHPでご確認ください。
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東 京 外 苑キャンパ ス 周 辺 の 医 療 機 関 等 一 覧

●医療機関
休診等の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、
ご利用ください。

　慶応義塾大学病院（救急科）

■新宿区信濃町35
　JR信濃町駅より徒歩1分
■☎03-3353-1211（代表）
■受付時間
　8：40 ～11：00（救急科は24時間対応）
　（休診日：日曜日・祝日、第1・3土曜日、年末年始、1/10）　

■診療科目・備考
　・内科、外科、救急科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、婦人科など
　・原則、事前予約が必要
　・他医療機関からの紹介状をお持ちでない場合などは「選定療
　　養費」として、9,900円などが必要

　山王病院

■港区赤坂8-10-16
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩4分
■☎03-3402-3151（代表）
■受付時間
　8：30 ～11：30、13：00 ～16：30
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、産婦人科など
　・初診を含む一部の診療科目では、事前予約が必要

山王メディカルセンター

■港区赤坂8-5-35
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩1分
■☎03-3402-5581（代表）
■受付時間
　8：30 ～11：30、13：00 ～16：30
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、婦人科など
　・一部の診療科目では、事前予約が必要

外苑前メディカルクリニック

■港区南青山2-24-10　ヒロビル1階
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩7分
　東京メトロ外苑前より徒歩1分
■☎03-5413-7580
■受付時間
　9：30 ～13：00、15：00 ～18：30　
　土曜午後は16：00～17：00
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、皮膚科、消化器科

a

b

c

d

●電話による
　2 4時間医療機関案内サービス
問合時に診療を行っている医療機関を案内してくれるサービスです。

・消防庁救急相談センター

 ■＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）　
　※ダイヤル回線の場合：☎03-3212-2323
■備考
　 受診などの判断、応急手当に関するアドバイスもあり

・東京都保健医療情報センター（ひまわり）

■☎03-5272-0303
■備考

コンピュータによる自動応答サービスもあり

●薬局
変更の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、
ご利用ください。

・ヒカリ薬局 信濃町店

■新宿区南元町19　シナノビル南口館B1F
■☎03-3350-0967
■営業時間
　 月～土　10：00 ～ 20：00
　日  　　　9：30 ～ 13：00
　（休業日：祝日）

・ベリー新青山（ドラッグストア）

 ■港区南青山一丁目1番1号　新青山ビルB1階
 ■☎03-5414-3444
 ■営業時間
    月～金　8：00 ～ 19：00
　 土　　　9：00 ～ 18：00
　（休業日：日曜日・祝日）
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●医療機関
休診等の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、
ご利用ください。

　慶応義塾大学病院（救急科）

■新宿区信濃町35
　JR信濃町駅より徒歩1分
■☎03-3353-1211（代表）
■受付時間
　8：40 ～11：00（救急科は24時間対応）
　（休診日：日曜日・祝日、第1・3土曜日、年末年始、1/10）　

■診療科目・備考
　・内科、外科、救急科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、婦人科など
　・原則、事前予約が必要
　・他医療機関からの紹介状をお持ちでない場合などは「選定療
　　養費」として、9,900円などが必要

　山王病院

■港区赤坂8-10-16
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩4分
■☎03-3402-3151（代表）
■受付時間
　8：30 ～11：30、13：00 ～16：30
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、産婦人科など
　・初診を含む一部の診療科目では、事前予約が必要

山王メディカルセンター

■港区赤坂8-5-35
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩1分
■☎03-3402-5581（代表）
■受付時間
　8：30 ～11：30、13：00 ～16：30
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、婦人科など
　・一部の診療科目では、事前予約が必要

外苑前メディカルクリニック

■港区南青山2-24-10　ヒロビル1階
   東京メトロ青山一丁目駅より徒歩7分
　東京メトロ外苑前より徒歩1分
■☎03-5413-7580
■受付時間
　9：30 ～13：00、15：00 ～18：30　
　土曜午後は16：00～17：00
　（休診日：日曜日・祝日）
■診療科目・備考
　・内科、外科、皮膚科、消化器科

a

b

c

d

●電話による
　2 4時間医療機関案内サービス
問合時に診療を行っている医療機関を案内してくれるサービスです。

・消防庁救急相談センター

 ■＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）　
　※ダイヤル回線の場合：☎03-3212-2323
■備考
　 受診などの判断、応急手当に関するアドバイスもあり

・東京都保健医療情報センター（ひまわり）

■☎03-5272-0303
■備考

コンピュータによる自動応答サービスもあり

●薬局
変更の場合もありますので、利用する前に必ず電話で確認のうえ、
ご利用ください。

・ヒカリ薬局 信濃町店

■新宿区南元町19　シナノビル南口館B1F
■☎03-3350-0967
■営業時間
　 月～土　10：00 ～ 20：00
　日  　　　9：30 ～ 13：00
　（休業日：祝日）

・ベリー新青山（ドラッグストア）

 ■港区南青山一丁目1番1号　新青山ビルB1階
 ■☎03-5414-3444
 ■営業時間
    月～金　8：00 ～ 19：00
　 土　　　9：00 ～ 18：00
　（休業日：日曜日・祝日）
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