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区ホームページは
「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 204,525 人（前月比 200 人増） （男 91,417 人

女 113,108 人）

市・海の鳥「ユリカモメ」

世帯数 126,465 世帯（前月比 156 世帯増） （令和２年６月１日現在推計）
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セアカゴケグモ（写真）は、
3 〜４㎝
足の長さを含めると約３～ 4 赤い帯状模様
㌢で、背中とおなかに赤い模
様があります。かまれると全
身の痛みや発熱などの症状が
現れることがあります。見つ
体長約１㎝
けた時は素手で触らず、殺虫
剤を掛けるか踏みつぶしてください。
万一かまれた場合は水でよく洗い流し、速
やかに医療機関を受診してください。i区生
活環境課 a718-1092 f718-1079

７月は
「社会を明るくする運動」
強調月間です

d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 11 面を参照してください。

! セアカゴケグモに注意
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更生ペンギンの
ホゴちゃんと
サラちゃん

以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」
で検索）
にも掲載しています。
急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。

●小児救急医療電話相談

●外科当番医（７月前半の日曜日）
７月５日㈰

a＃8000

子どもの急な病気やけがなどについて、午後７時（土曜日
＝正午、日・祝休日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行っ
ています。a661-0771でも受け付けます。

●急患診療所（各区保健福祉センター）
区

電

話

東

651-3835

南

541-3299

博多

441-0020

城南

831-7979

西

882-3145

診療科

診療日時

７月12日㈰

内科・小児科

内科

a632-3333
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）
a641-2761
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）
a781- 6381
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）
a831-6031
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45） a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
a641-1100
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
a565-3531
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
a821-4731
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
a891-2511
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）

※乳幼児は、検査機器などが比較的充実した急患診療セ
ンターでの受診をお願いします。

※内科・小児科・耳鼻咽喉科は、待ち人数などの診療状況
をホームページ（
「福岡市急患診療センター 待ち時間」で
検索）
で確認できます。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
日・祝休日の急患診療を歯科急患診療所（県歯科医師会館
内a７５２-０６４８）
で午前９時〜午後４時半に行います。

※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

