◯宿泊施設での急病時
【海老名市】
海老名市消防本部 【電 話】 ０４６-２３１-０９６８
神奈川県海老名市大谷８１６
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科
海老名総合病院 【電 話】 ０４６-３３２-００１５
海老名市河原口１３２０
●電車
小田急線・相鉄線・JR 線

★「海老名駅」東口より徒歩 12 分

外科
海老名整形外科 【電 話】 ０４６-２３６–３５３０
海老名市国分北２-１５-１４
海老名駅東口から徒歩１５分
〈６月５日（日曜日 昼間〉
内科
海老名駅前みんなのクリニック 【電 話】 ０４６-２３５-７００１
海老名市扇町３-６ MAC セントラルビル２F
海老名駅から徒歩１分
かげやまクリニック 【電 話】 ０４６-２３５-８５８０
海老名市中央３-３-１ 駅前クリニックモール
海老名駅徒歩５分

休日昼間・夜間・深夜の救急医療機関
【外科】
日曜日・休日・年末年始 １２月２９日〜１月３日の昼間
【診療時間】８：００〜１８：００
テレホンサービス 【電 話】 ０４６-２３２-０１１９
市役所 【電 話】 ０４６-２３１-２１１１
【歯科】
日曜日・休日・年末年始 １２月２９日〜１月３日の昼間
【受付時間】９：００〜１１:３０/１４：００〜１６：３０
海老名市休日歯科診療室 【電 話】 ０４６-２３１-１９３９

【耳鼻咽喉科・眼科】
日曜日・休日・年末年始 １２月２９日〜１月３日の昼間 【受付時間】９：００〜１６：３０
※診療時間詳細は、当番医療機関にお問い合わせください。
海老名市・座間市・綾瀬市消防指令センター 【電 話】 ０４６-２３４-８１１９

【藤沢市】
藤沢市消防局 総合案内 【電話】 ０４６６-２２―８１８２
藤沢市朝日町１-３
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
藤沢市湘南台病院 【電話】 ０４６-６４４-１４５１
藤沢市高倉２３４５
●バス
神奈中バス 藤沢湘南台病院前下車
小田急江ノ島線・長後駅下車 東口より立場ターミナル行き、いずみ野行きで４分。
市営地下鉄・立場駅下車 長後駅行きで１３分。
相模鉄道・いずみ中央駅下車、神奈中バス泉区総合庁舎前バス停より長後行きで８分
藤沢湘南台病院前下車。
藤沢市民病院 【電話】 ０４６-６２５-３１１１
藤沢市藤沢２-６-１
●バス
藤沢駅北口 ７番のりば 系統「藤０８・藤１０・藤１３」
８番のりば 系統「藤４５・藤４６・藤５１・藤５８」に乗車し、「藤沢市民病院」下車 すぐ
〈６月５日（日曜日 昼間〉
藤沢市湘南台病院 【電話】 ０４６-６４４-１４５１（既出）
藤沢市民病院 【電話】 ０４６-６２５-３１１１（既出）
【休日・夜間の医療機関】
藤沢南部
南休日・夜間急病診療所 【電話】 ０４６６-２３-５０００
藤沢市片瀬 339-1(藤沢市医師会館内)
藤沢北部
北休日・夜間急病診療所 【電話】 ０４６６-８８-７３０１

藤沢市大庭 5527-1(保健医療センター内)
*ふじさわ安心ダイヤル 24 【電話】 ０１２０-２６-００７０
２４時間３６５日対応で医療機関(休日や夜間も含む)を案内。
*藤沢市診療情報案内システム 【電話】 ０５０-３１８３-９０５７
今診てもらえる医療機関を調べられる情報サービス

【平塚市】
平塚市消防本部 【電話】 ０４６３-２１-３２４０
平塚市浅間９-１
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
平塚共済病院 【電話】 ０４６-３３２-１９５０
神奈川県平塚市追分９-１
●電車
JR 東海道線 平塚駅からのアクセス
小田急線 伊勢原駅からのアクセス
●バス
バス：北口７番のりばより、「共済病院前総合公園西」 下車１分（所要時間１０分）
バス：南口１・２番のりばより、「共済病院前総合公園西」下車１分（所要時間２０～２５分）
済生会湘南平塚病院【電話】 ０４６-３７１-６１６１
神奈川県平塚市宮松町１８-１
● 電車
JR 東海道線平塚駅下車
● バス
JR 平塚駅北口⑤番乗場、⑥番乗場より「田村車庫行」「本厚木駅南口行」
「コンフォール平塚前」下車 徒歩約 3 分
● 徒歩

（北口）約 12 分

〈６月５日（日曜日 昼間）〉
平塚共済病院 【電話】 ０４６-３３２-１９５０（既出）
済生会湘南平塚病院【電話】 ０４６-３７１-６１６１（既出）
【休日・夜間の診療所】
平塚市休日・夜間急患診療所
平塚市東豊田４４８-３
(医科) ０４６-３５５-２１４５ (歯科) ０４６-３５５-２１７６
神奈川中央交通バス 平塚駅北口 4 番線

平 65 系統:下島・大島経由田村車庫行き
平 97 系統:平間・大島経由伊勢原駅南口行き 湘南車検場前下車徒歩 2 分

【秦野市】
秦野市消防本部 消防署【電話】 ０４６３-８１-０１１９
秦野市曽屋７５７
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
中村医院 【電話】 ０４６３-７７-０８１３
神奈川県秦野市鶴巻北１-２２-１０
小田急鶴巻温泉駅下車徒歩１０分
〈６月５日（日曜日 昼間）〉
中村医院 【電話】 ０４６３-７７-０８１３ （既出）
【休日・夜間の医療機関】
秦野市休日休館診療所 【電話】 ０４６３-８１-５０１９
秦野市曽屋１１
秦野赤十字病院 【電話】０４６３-８１-３７２１ 土・日・祝は休診日だが、救急医療の問い合わせあり。
秦野駅南口より徒歩約２０分
●バス
小田急秦野駅南口バス停(2 番のりば)より
日赤病院・上井口経由中井町役場入場口行きバス乗車
→「日赤病院前」バス停下車

【伊勢原市】
伊勢原市消防本部 伊勢原市消防署【電話】 ０４６３-９５-２１１９
伊勢原市３-３２-２０
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
JA 神奈川厚生連 伊勢原協同病院【電話】 ０４６３-９４-２１１１
神奈川県伊勢原市田中３４５
●電車
小田急小田原線「伊勢原駅」下車徒歩 15 分

●バス
伊勢原駅南口 4 番線から「東海大学病院行き」に乗車し、
「行政センター前」下車、徒歩 3 分
伊勢原駅北口 2 番線から「愛甲石田駅行き」に乗車し、
「伊勢原市役所北口」下車、徒歩 3 分
東海大学病院【電話】 ０４６３-９３-１１２１
神奈川県伊勢原市下糟屋１４３
●電車
小田急小田原線 伊勢原駅下車 バス約 10 分
●バス
南口より ４番のりば、東海大学病院行き「東海大学病院」下車
北口より ２番のりば、東海大学病院経由愛甲石田行き「東海大学病院」下車
〈６月５日（日曜日 昼間〉
JA 神奈川厚生連 伊勢原協同病院【電話】 ０４６３-９４-２１１１（既出）
東海大学病院【電話】 ０４６３-９３-１１２１（既出）
【休日・夜間の医療機関】
伊勢原市休日夜間急患診療所【電話】 ０４６３-９３-５０１９
所在地 〒 ２５９-１１３１ 神奈川県伊勢原市伊勢原 ２-７-３１伊勢原シティプラザ２階

【厚木市】
厚木市消防本部【電話】 ０４６-２２１-２３３１
神奈川県厚木市寿町３-４-１０
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
湘南厚木病院【電話】 ０４６-２２３-３６３６
神奈川県厚木市温水１１８-１
●電車
新宿より小田急小田原線にて本厚木駅まで約 50 分。
本厚木駅より徒歩約 15 分。(タクシー利用約 10 分）
●バス
①本厚木駅前南口 14 番乗り場（東京農業大学行）赤羽根入口下車（徒歩 1 分）
②本厚木駅バスセンター9 番乗り場（森の里方面行）赤羽根入口下車（徒歩 1 分）

③本厚木駅より徒歩約 15 分。(タクシー利用約 10 分）
仁厚会病院【電話】 ０４６-２２１-３３３０
神奈川県厚木市中町３-８-１１
本厚木駅より徒歩５分
〈６月５日（日曜日 昼間〉
内科・外科
湘南厚木病院【電話】 ０４６-２２３-３６３６（既出）
仁厚会病院【電話】 ０４６-２２１-３３３０（既出）
【休日・夜間の医療機関】
厚木市休日夜間急患診療所(メジカルセンター) 【電話】 ０４６-２９７-５１９９
住 所:厚木市水引 １-１６-４５ 診療時間:土曜日 １８時から ２１時３０分
日曜日・祝日・年末年始 9:00〜11:30 14:00〜16:30 18:00〜21:30 診療項目:内科・小児科のみ

【茅ヶ崎市】
茅ヶ崎市消防本部【電話】 ０４６７-８２-１１１１
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１-１
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
茅ヶ崎市立病院【電話】 ０４６７-５２-１１１１
茅ヶ崎市本村５-１５-１
●電車
東海道線 茅ヶ崎駅（北口）下車徒歩２５分
相模線 北茅ヶ崎駅下車 徒歩１０分
●バス（茅ヶ崎駅）
藤沢駅北口（藤 21）4 番乗り場 『市立病院』下車
高山車庫行（辻 09）4 番乗り場 『市立病院』下車
室田循環（茅 14）4 番乗り場 『市立病院』下車
藤沢駅行（藤 07・藤 08）4 番乗り場 『本村』下車 徒歩 10 分
辻堂駅北口行（辻 01）4 番乗り場 『本村』下車 徒歩 10 分
湘南ライフタウン行（茅 03）1 番乗り場 『神奈中営業所前』下車 徒歩 5 分

湘南東部総合病院【電話】 ０４６７-８３-９１９２
茅ヶ崎市西久保５００
●バス
茅ヶ崎駅からシャトルバスあり
〈６月５日（日曜日 昼間〉
茅ヶ崎市立病院【電話】 ０４６７-５２-１１１１（既出）
湘南東部総合病院【電話】 ０４６７-８３-９１９２（既出）
【休日・夜間の診療】
地域医療センター【電話】０４６７-３８-７５３２
茅ヶ崎市茅ヶ崎３-４-２３
日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日〜１月３日まで) 診療科目;内科・外科・歯科
９時〜１２時 １３時〜１７時まで

【足柄上郡】
足柄消防署【電話】 ０４６５-７４-０１１９
神奈川県南足柄市怒田４０-１
内科・外科
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
足柄上病院【電話】 ０４６５-８３-０３５１
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８６６-１
●電車
小田急線「新松田駅」下車 徒歩５分
ＪＲ御殿場線「松田駅」下車 徒歩１０分
〈６月５日（日曜日 昼間〉
足柄上病院【電話】 ０４６５-８３-０３５１（既出）
【休日・夜間の診療】
足柄上地区休日急患診療所【電話】 ０４６５-８３-１８００
開成町吉田島５８０
内科・小児科 日曜日、休日、年末年始（１２月３０日～１月３日）
午前９時３０分～正午、午後１時～午後４時３０分
小田原市休日夜間急患診療所（小田原市酒匂２-３２-１６）【電話】 ０４６５-４７-０８２３
小田原市休日急患歯科診療所（小田原市酒匂２-３２-１６）【電話】 ０４６５-４７-０８２３

【御殿場市】
御殿場市消防本部・御殿場消防署【電話】 ０５５０-８３-０１１９
御殿場市東田中１-１９-１
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
御殿場石川病院【電話】０５５０-８３-２４２４
静岡県御殿場市深沢１２８５-２
●電車
JR 東海道線・国府津駅乗り換え、JR 御殿場線・国府津駅〜御殿場駅（約５３分 / ６７０円）
JR 東海道線・沼津駅乗り換え、JR 御殿場線・沼津駅〜御殿場駅（約３３分 / ４１０円）
小田急線・新松田駅乗り換え、JR 御殿場線・松田駅〜御殿場駅（約３７分 / ５００円）
小田急ロマンスカーで新宿駅〜御殿場駅（直行約 96 分 / 特急券込２，６１０円）
〈６月５日（日曜日 昼間〉
御殿場石川病院【電話】 ０５５０-８３-２４２４（既出）
【休日・夜間の診療】
御殿場市救急医療センター【電話】 ０５５０-８３-１１１１
内科・小児科・外科
土・日曜日 土曜日の午後０時から月曜日の午前８時まで
休 日
前夜から翌朝午前８時まで

【熱海市】
熱海市消防本部・消防署【電話】 ０５５７-８１-２５５５
静岡県熱海市中央町１-１
〈６月４日 （土曜日 昼間）〉
内科・外科
熱海病院【電話】 ０５５７-８１-９１７１
静岡県熱海市東海岸町１３-１
●電車
JR 東海道新幹線／JR 東海道線「熱海駅」より徒歩８分
●バス
JR 熱海駅よりバスにて大学病院前(旧国立病院前)下車
〈６月５日（日曜日 昼間〉
熱海病院【電話】 ０５５７-８１-９１７１（既出）

【休日・夜間の診療】
内科系・外科系・小児
熱海病院【電話】 ０５５７-８１-９１７１（既出）
内科・外科・整外・脳外
熱海所記念病院【電話】 ０５５７-８２-３０００
診療時間：午前８時３０分から翌日８時３０分

