病院情報
土日や朝早くまたは夜遅くに診察してもらえる、キッズルームがある、親子で受診できるなど、ママたちにおすすめの医療機関です。
【内科・小児科】
病院名
やぶたこどもクリニック

診察内容
小児科

診察時間
朝晩、土日診療あり
朝夜
土日

月～金 7:30～12:00、16:30～21:30
土・日・祝 9:00～12:00 14:30～17:00

HP・キッズスペースの有無
住所・電話番号
予約の有無
岐阜市薮田南3-6-4
電話・ネット予約あり HPあり
058-278-5255
キッズスペースあり
（予約専用電話 058-278-5256）

乳児健診・予防接種 月～水 14:00～15:30

河渡こどもクリニック

小児科

土曜午後診療あり
月・火・水・金 8:30～12:00、16:30～19:00

岐阜市河渡4-40
058-253-5500

ネット予約あり

HPあり
キッズスペースあり

瑞穂市只越460-5
058-326-7220

電話受付システムあり HPあり

土曜午後

土 8:30～12:00、15:30～18:00

予防接種 月・水・金 16:00～16:30土 15:00～15:30
乳児健診 火 16:00～16:30

京極こどもクリニック

小児科

土曜診療あり・親子受診可
月・火・水・金 9:00～12:00、16:00～19:00

キッズスペースあり

木 9:00～12:00、16:00～18:00 土 9:30～12:00
アレルギー外来 金 14:30～15:30
赤ちゃん外来

火 14:30～15:30

予防接種 月・火・水・金 15:30～16:00

なかしまこどもクリニック 小児科
漢方外来
大人の診察も可

土曜診療あり・親子受診可
月・火・金 8:30～12:00 16:00～18:30
水・木・土 8:30～12:00

穂積市十九条247
電話予約あり
058-327-3100
（予約専用電話 058-327-4891）

HPあり
キッズスペースあり

瑞穂市唐栗273
058-328-2021

HPあり

乳幼児健診・予防接種 火・金 14:00～15:00
漢方外来 木 14:00～17:30

若園医院

小児科・内科・皮膚科
おねしょ外来

土曜診療あり・親子受診可
月・火・水・金 8:30～12:00 17:30～19:30
木 17:30～19:30

ネット予約あり

土 8:30～12:00
時間外対応

【時間外対応について】
時間外に病院の留守電にメッセージ（氏名、電話番
号、用件）を入れておくと１０分後に院長の携帯電話に
メッセージが転送され、可能な限りの対応がしてもら
える。

万石小児科

小児科

土日祝日診療あり
月～金 9:00～12:00、16:00～19:00

土日祝

土・日・祝 9:00～12:00

黒田内科クリニック

内科・小児科 他

土日診療あり
月・火・水・金 9:00～12:00、16:30～19:15

土日

土・日 8:30～12:00 土16:30～18:00

大垣市万石1-260
0584-81-2019

HPあり（病院なび）

岐阜市柳津町上佐波西3-151
058-270-0500

HPあり

岐阜市鹿島町7-1
058-251-1101
大垣市南頬町4-86
0584-81-3341
本巣市北方町北方3219-25
058-323-0523

HPあり

瑞穂市穂積1845-1
058-326-2022

iタウンページに掲載

岐阜県瑞穂市別府791-1
058-326-5000

HPあり(病院なび）

岐阜市中鶉3-11
058-276-3881

HPあり

【夜間診療・休日診療】
岐阜市民病院
小児科
小児夜間救急センター
大垣市民病院
小児科
小児夜間救急室
もとす広域連合休日急患 内科・小児科
診療所

夜間診療

夜間

平日夜間診療 月～土 19:30～22:30

夜間診察

夜間

木・土・日（祝日・年末年始・8/15除く） 18:00～21:00

休日診療

休日

休日 9:00～16:00

HPあり
HPあり

【外科・整形外科】
佐竹整形外科

整形外科・皮膚科
形成外科

土曜診療あり
月～金 9:00～12:00、16:00～19:00

リウマチ科・リハビリテーション科土 9:00～12:00

ほづみ整形

整形外科

土曜診療あり
月～金 9:00～12:00、16:00～19:00
土 9:00～12:00

笠松病院

外科、整形外科
内科、専門外来

平日夜8時まで

土曜午後診療あり 急患対応あり

月～金 9:00～12:30、15:00～17:00、18:00～20:00
土 9:00～12:30、15:00～17:00
休診・日祝日、緊急の場合は随時受付

土曜午後
急患対応

【耳鼻咽喉科】
熊田医院耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
アレルギー科

土曜診療あり

瑞穂市本田1046-1
電話・ネット予約あり iタウンページに掲載
058-329-1503
058-329-3373（予約専用）
本巣郡北方町高屋伊勢田2-107-1 電話予約あり
HPあり
058-323-1124
キッズスペースあり

月・火・木・金 9:30～12:30、15:30～18:30
水・土 9:30～12:30

高屋伊勢田耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
アレルギー科

土曜診療あり
月・火・木・金 8:30～12:00、15:30～19:00
水 15:30～19:00
土 8:30～12:00

森耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科

土曜午後診療あり
月・火・木・金 9:00～12:00、15:30～18:00

土 9:00～12:00、14:00～16:00

水は午前のみ

岐阜市須賀4-18-8
058-268-7245

キッズスペースあり

岐阜市柳津町丸野3-3-6

HPあり

土曜午後

【眼科】
矢田眼科クリニック

眼科一般

土日祝日診療あり

コンタクトレンズ・眼鏡処方 月・火・水・木・金・土・日 10:00～12:30、14:30～18:30
土日祝

大垣アイクリニック

コンタクトレンズ・眼鏡処方 土日診療あり
月・水・木・金・土・日 10:30～12:45、14:00～18:15
祝日はお問い合わせください

AQUAアイクリニック

眼科一般

土日

土日診療あり

コンタクトレンズ・眼鏡処方 月・火・木・金・土・日 10:30～13:00、14:30～18:30
土日

外野医院

眼科

土日祝日診療あり
月・火・木・金・土・日 10:30～13:00、14:00～19:00
土日祝
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カラフルタウン レインボーモール館 1階

058-388-5622
大垣市三塚町丹瀬463-1

HPあり

ロックシティ大垣ショッピングセンター2階

0584-77-3332
大垣市林町6-80-21
アクアウォーク１階
0584-47-5620
大垣市外野2-100
イオン大垣ショッピングセンター1階
0584-47-7058

HPあり

HPあり

【皮膚科】
おさだクリニック

皮膚科
アレルギー科

土曜診療あり
月・水・金 9:00～12:00、16:30～18:30

瑞穂市馬場前畑町3-33
058-329-2022

電話・ネット予約あり HPあり

瑞穂市別府725-1
058-327-3111

電話予約あり

火・土 9:00～12:00

ひぐちクリニック

皮膚科
アレルギー科

土曜診療あり
月・火・木・金 9:00～12:00、16:30～19:00

HPあり
キッズルームあり

水・土 9:00～12:00

神谷ひふ科

皮膚科・小児皮膚科
美容皮膚科

土曜診療あり

岐阜市河渡3-158-2
058-251-3200

月・木・金 9:00～12:00、15:30～19:00

HPあり
キッズスペースあり

火 15:30～19:00
水 9:00～12:00
土 9:00～13:00

【歯科】
たなせこども
デンタルクリニック
まなべ歯科クリニック

小児・矯正歯科
赤ちゃん歯科
大人の診察も可
一般歯科・予防歯科
小児歯科・矯正治療

月・火・水・金 9:00～12:00 15:00～19:30

岐阜市河渡2-23-3
058-251-8383

電話予約あり

HPあり(病院なび）
キッズスペースあり

土・日診療あり

岐阜市鏡島南1-11-15
058-251-0333

電話予約あり

HPあり
キッズルームあり

月・火・金 9:30～13:00、14:30～20:00
水 9:30～13:00、14:30～18:30

保育士による託児あり

土 9:30～13:00、14:30～17:30

土日

日 9:30～13:00、14:30～17:00

きらら歯科・矯正歯科

矯正歯科
一般歯科
小児歯科

土曜午後診療あり

本巣郡北方町平成1-1
058-323-4686

月・火・木・金 9:00～13:00、15:00～20:00

HPあり
キッズルームあり

土曜午後

土 9:00～13:00、15:00～19:00
祝日がある週は水曜診療あり

朝日大学小児歯科

小児歯科

土曜午後診療あり

瑞穂市穂積1851
058-329-1112

月・火・水・木・金 9:00～12:00、13:00～16:00

歯科コーラルクリニック

HPあり

土曜午後

土 13:00～16:00

けしかわ歯科医院

電話予約あり

一般歯科 / 小児歯科 土曜診療あり・急患対応あり
急患対応
月～土 9:00～12:30、14:30～19:00
矯正歯科
一般歯科
土曜診療あり
月・火・水・金 8:30～12:00、15:00～19:30
小児歯科

瑞穂市稲里258-1
048-327-4649
瑞穂市本田749-1
058-329-3456

HPあり（もとす歯科医師会）

瑞穂市本田174-1
058-329-5533

HPあり
キッズスペースあり

HPあり（もとす歯科医師会）

個室あり

TV・DVDあり

木・土 8:30～12:00

サンシャインM&Dクリニック 一般歯科
歯科口腔外科
内科併設
松野歯科
一般歯科
小児歯科

土曜診療あり
月・火・水・金 9:00～12:00、16:00～19:00
木 9:00～12:00

土 9:00～13:00

土曜診療あり・急患対応あり

瑞穂市別府736-1
058-327-8855

月・火・水・金・土 9:00～12:30、14:30～19:00

電話予約あり

HPあり（もとす歯科医師会）

託児あり
３ヶ月以上の子で診察中託

急患対応

児希望の場合、電話予約で
託児可（9:00～12:00）

ながの歯科クリニック

一般歯科
小児歯科

土曜午後診療あり
月・火・水・金 9:30～13:00、15:00～20:00

瑞穂市只越436-2
058-329-3600

電話予約あり

岐阜市柳津町宮東3-24
058-388-8300

電話予約あり

祝日がある週は木曜診療あり

おおくま歯科

歯科

土曜診療あり
月～木 9:00～12:00、14:00～19:00
金 9:00～12:00、15:00～19:00

こぐま歯科内にキッズルームあり

土 9:00～12:00、13:30～17:00

こぐま小児歯科
萩野歯科

小児歯科

月～金 9:３0～12:00、14:00～1８:00

一般歯科 / インプラント

土曜午後診療あり

歯周病治療 / 審美歯科

月・火・水・金 9:00～13:00 /14:00～19:00

小児歯科 / 矯正

土 9:00～13:00 /14:00～16:00

HPあり
キッズスペースあり
ベビーベッドあり
HPあり

保育士による託児あり

058-388-3500
大垣市宮町１－３８
0584-78-2598

HPあり
キッズルームあり

土曜午後

祝日がある週は木曜診療あり

アクア歯科

一般歯科
小児歯科 / 矯正

土曜午後、日曜診療あり

大垣市林町6-80-21

アクアウォーク1階

月・火・水・金・土 10:00～20:00

0584-78-8244

0120-461-884

土日

HPあり

日 10:00～18:00

【岐阜県広域災害救急医療情報システム】
岐阜県の病院・診療所の検索。救急病院、夜間や休日に受診できる病院、当番医などの医療情報を提供
http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/
救急病院案内
本巣地域：058-324-3799
岐阜地域：058-262-3799

【小児救急電話相談事業】
休日・夜間におけるお子さんの急な体調不良や、病院を受診すべきかどうか迷ったときなどに、看護師が電話相談に応じます。
相談電話番号
局番なしの#8000 (携帯電話、プッシュ回線)
058－240－4199(一般回線) をご利用ください。
相談時間
月曜 ～ 金曜日 18:00～翌朝8:00
土曜日、休日、年末年始(12/29～1/3) 8:00～翌朝8:00

※掲載した病院以外の医療施設の情報は『子育てハンドブック（瑞穂市）』やタウンページなどをご覧ください
市や町から配布される『こどもの急病ガイドブック』もおすすめです！急病時のフローチャートなどが掲載されています。
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