
医療機関名 訪・往 看
電話
FAX

所在地 診療科目 診療時間 休診

0943-23-5800 834-0001

0943-23-6979 八女市宅間田2-18

0943-23-5555 834-0063

0943-23-3977 八女市本村56-3

0943-22-7111 834-0062

0943-22-7333 八女市岩崎33-3

0943-30-2020 834-0031

0943-30-2021 八女市本町2-725

0943-23-7715 834-0034

0943-23-7817 八女市高塚108-1

0943-24-0113 834-0031

0943-24-5221 八女市本町2-63

0943-23-2811 834-0005

八女市本村691-1

0943-23-3005 834-0024

0943-23-3566 八女市津江538

0943-23-5303 834-0055

0943-24-4834 八女市鵜池7

0943-23-5171 834-0004

0943-23-0130 八女市納楚446-1

0943-22-5878 834-0024

0943-22-5870 八女市津江548-9

0943-23-2858 834-0031

0943-22-5139 八女市本町1-281-5

0943-23-4131 834-0034

0943-22-3185 八女市高塚540-2

0943-24-3121 834-0023

0943-22-5138 八女市馬場74-2

0943-23-3010 834-0012

0943-23-3343 八女市山内584-1

0943-22-2564 834-0024

0943-22-3632 八女市津江55-1

0943-23-5131 834-0006

0943-23-5134 八女市吉田1191

0943-22-6123 834-0063

0943-22-6128 八女市本村936-1

0943-23-2765 834-0005

0943-23-2765 八女市大島18-1

0943-23-5550 834-0031

0943-23-7693 八女市本町2-17

0943-23-3100 834-0023

0943-22-3500 八女市馬場454-6

0943-30-1187 834-0047

0943-30-1133 八女市稲富136-1

0943-23-0002 834-0051

0943-23-0012 八女市立野362-1

0943-23-2176 834-0006

0943-23-2179 八女市吉田2-1

0943-23-4853 834-0031

0943-24-5623 八女市本町1-232-6

八女市の病院・診療所

麻生医院 × ×
消化器科、外科、肛門科

リハビリテーション科
9:00～13:00
15:00～18:00

木PM・土PM
日・祝

池田レディスクリニック × × 産婦人科
9:00～12:00
14:00～17:00
(木16:00まで）

土PM
日・祝

いしもと小児科医院 × × 小児科
8:30～12:30
14:00～17:30
（土13:00まで）

土PM
日・祝

井上クリニック × × 内科、胃腸科
9:00～12:00
14:00～18:00

水PM・土PM
日・祝

今里整形外科クリニック × ×
整形外科

リハビリテーション科

9:00～12:30
14:00～18:00

（木・土13:00まで）

木PM・土PM
日・祝

江上内科クリニック △ ×
内科、循環器科

人工透析

9:30～12:30
14:00～19:00

（火・木・土16:00まで）
日・祝

大渕耳鼻咽喉科クリニック × × 耳鼻咽喉科
8:30～12:30
15:00～18:00

土PM
日・祝

川﨑病院 × ×
整形外科、脳神経外科、形成外科、麻
酔科、リハビリテーション科、リウマチ

科、内科

9:00～18:00
（水12:00/土16:00まで）

水PM
日・祝

城戸医院 〇 △
外科、消化器内科、乳腺外科、リハビリ

テーション科

9:00～13:00
14:30～18:00
（土12:30まで）

土PM
日・祝

草場内科循環器科医院 △ △
内科、循環器科、呼吸器科

リハビリテーション科
9:00～13:00
14:00～18:00

土PM
日・祝

くまの皮膚科医院 〇 × 皮膚科、アレルギー科
9:00～12:30
14:00～18:00

木PM・土PM
日・祝

黒岩外科医院 〇 〇 外科、内科
9:00～12:30
14:00～17:30

木PM・土PM
日・祝

公立八女総合病院 × ×

消化器内科、肝臓内科、呼吸器内科、
心臓・血管内科、 腎臓内科、内分泌・代

謝内科、血液内科、消化器外科、 大
腸・肛門外科、肝臓・胆のう外科、乳腺・
内分泌外科、 呼吸器外科、血管外科、
整形外科、産婦人科、脳神経外科、泌
尿器科、放射線診断科、放射線治療
科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、小児

科、リハビリテーション科、麻酔科、精神
科、リウマチ科、病理診断科、臨床検査

科

8:30～17:00
（土12:30まで）

土PM
日・祝

古賀泌尿器クリニック 〇 △ 泌尿器科、皮膚科、性病科
9:00～12:30
14:00～18:00

土PM
日・祝

ごんどう内科クリニック 〇 〇 内科、消化器科
9:00～12:30
14:30～18:00
（土13:00まで）

水PM・土PM
日・祝

下津浦医院 △ × 皮膚科、内科、神経内科
9:00～12:00
14:00～18:00

土PM
日・祝

筑水会病院 〇 ×
精神科、神経科、
心療内科、内科

9:00～12:30
13:30～17:00

日・祝

長崎眼科クリニック △ × 眼科
9:00～12:30
14:00～18:00

水PM・土PM
日・祝

東洋医学ひぐちクリニック × ×
東洋医学全般　

整形外科、リウマチ科

9:00～12:00
13:20～18:00
（木17:30まで）

土PM
日・祝

平野眼科医院 × × 眼科
9:00～12:00
14:00～17:30

木・土ＰＭ
日・祝

戸次循環器内科医院 〇 △
内科、小児科、

循環器科、消化器科
8:30～12:00
15:00～18:00

水PM・土PM
日・祝

まえだ耳鼻咽喉科クリニック △ ×
耳鼻咽喉科、頭頸部外科、

気管食道外科

9:00～12:30
14:30～18:00

（土9:00～12:00
14:00～17:00）

水・日・祝

みどりの杜病院 〇 〇 緩和ケア内科
10:00～12:00
14:00～16:00

日・祝

柳病院 〇 △
外科、消化器外科、消化器内科、神経
内科、泌尿器科、整形外科、循環器内
科、放射線科、リハビリテーション科

9:00～12:30
13:30～17:30

日・祝

山田医院 〇 〇 内科、放射線科
8:30～12:00
13:30～18:00

土PM
日・祝



0943-23-7272 834-0006

0943-23-7275 八女市吉田2220-1

0943-23-3806 834-0066

0943-23-3888 八女市室岡534-1

0943-22-2301 834-0023

0943-22-2401 八女市馬場603

0943-37-1601 834-0074

0943-33-8005 八女市立花町谷川1176-2

0943-36-0010 834-0083

0943-36-0030 八女市立花町上辺春1080

0943-37-0008 834-0074

0943-37-0031 八女市立花町谷川1102-2

0943-35-1000 834-0084

0943-35-1001 八女市立花町白木610-1

0943-33-2115 834-1213

0943-33-2116 八女市黒木町本分931-1

0943-42-0887 834-1221

0943-42-3411 八女市黒木町今543-1

0943-33-2121 834-1221

0943-33-2122 八女市黒木町今8-10

0943-42-0336 834-1217

0943-42-3335 八女市黒木町黒木73-1

0943-54-2221 834-1102

0943-54-2222 八女市上陽町北川内442

0943-52-3135 834-0212

0943-52-3130 八女市星野村7277-7

0943-52-3131 834-0212

0943-52-3132 八女市星野村12038

0943-47-2700 834-1402

0943-47-2731 八女市矢部村矢部4058-1

注意：△は要相談となります。　　「訪・往」・・・訪問診療又は往診　「看」・・・在宅看取り　　　　　　AM・・・午前　　PM・・・午後

※診療科目は、令和元年度実施の医療機関調査及び八女筑後医師会ホームページ情報より掲載しています。

八女リハビリ病院 × ×
内科、外科、整形外科、リハビリテーショ

ン科、放射線科、歯科、循環器内科
9:00～12:30
13:30～17:30

日・祝

よしだ胃腸内科クリニック 〇 〇 内科、胃腸科
9:00～12:00
15:00～18:30

（土PM13:00～15:00）

水PM
日・祝

古川脳神経外科医院 × × 神経内科、脳神経外科
8:00～12:00
14:00～16:00

水PM・土PM
日・祝

中村内科医院 〇 △ 内科、小児科、放射線科
8:30～12:30
15:00～18:00

土PM
日・祝

辺春診療所 〇 △ 内科、循環器内科、整形外科
9:00～12:30（月～木）
13:30～17:30（月～木）

金・土・日・祝

みやざき内科 〇 〇 内科、消化器科、小児科
9:00～13:00
15:00～18:00

水PM・土PM
日・祝

たちばな森の里クリニック △ △
内科、小児科、神経内科、

リハビリテーション科

金9:00～12:30
13:30～17:00
（土15:00まで）

月～木
日・祝

今村循環器内科 〇 △
循環器科、内科、

呼吸器科、アレルギー科

9:00～12:30
14:00～18:00
（土17:00まで）

木PM
日・祝

クリニックくろぎ △ △
内科、眼科、耳鼻咽喉科、
外科、リハビリテーション科

9:00～12:00
13:30～18:00

土PM
日・祝

角整形外科医院 △ ×
整形外科、リウマチ科、

リハビリテーション科

9:00～12:30
14:00～18:00
（土16:00まで）

水PM
日・祝

原医院 〇 〇 内科、小児科
9:00～18:00

（土12:00まで）
土PM
日・祝

後藤内科医院 〇 △
内科、呼吸器科、
消化器科、小児科

9:00～12:30
14:00～18:00
（土13:00まで）

土PM
日・祝

耳納高原病院 × × 内科、リハビリテーション科
8:30～12:30
13:30～17:30

土・日・祝

山口医院 △ × 内科、小児科
8:00～12:00
14:00～17:00

土PM
日・祝

八女市矢部診療所 △ △ 内科、整形外科、外科
9:00～12:00
13:00～17:00

土・日・祝

※八女筑後医師会及び八女市にて実施した医療機関調査において掲載の了承を得た医療機関のみ掲載しています。
　 また、情報は令和元年度実施の調査によるものですので、詳細については各医療機関にお尋ねください。


