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一般社団法人 八代市医師会

荒木医院

あらき整形外科医院

有田大津眼科

ありの内科呼吸器科

泉内科医院

市村皮膚科医院

いでアレルギー・呼吸器クリニック

うえの内科・胃腸内科

上野耳鼻咽喉科医院

太田こどもクリニック

大手町クリニック

大平眼科医院

大平小児科医院

岡外科胃腸科医院

岡村医院

織田胃腸外科

片岡レディスクリニック

きはら眼科

木屋内科胃腸科

久原外科胃腸科医院

くはら循環器内科・くはら皮フ科

久原内科消化器科クリニック

熊本総合病院

熊本労災病院

桑原医院

桑原産婦人科医院

くわはら小児科

高田病院

小沢内科医院

こだま小児科クリニック

後藤胃腸科肛門科クリニック

後藤整形外科医院

ごとう脳神経外科・痛みのクリニック

相良中村クリニック

桜十字八代病院

しおさき内科・胃腸科クリニック 

豊原下町3325-1 32-3258

萩原町1丁目8-40 32-2524

永碇町1305 35-5551

萩原町1丁目7‐28 32-5941

海士江町3490-1 35-6780

黄金町20‐9 32-3285

松江町485-1 37-8211

本町２丁目2-9 33-1131

本町２丁目3-49 34-1814

古閑浜町3295-8 30-8380

大手町１丁目7‐18 32-2606

通町5‐28 32-2239

迎町１丁目7-23 31-7200

岡町谷川1068 39-0059

横手新町14-4 39-5665

横手新町2-17 35-5300

本町３丁目3-35 32-2344

萩原町2丁目6‐32 32-3946

通町5‐13 32-7057

植柳上町6521 35-1161

古閑中町1210 62-8877

植柳元町5540-1  32-2218

通町10-10  32-7111

竹原町1670 33-4151

敷川内町1202 38-0302

大手町１丁目7‐22 32-3405

植柳上町5690-1 32-5000

豊原下町4001 33-1191

田中北町4‐12 35-5382

長田町3184-1 35-3715

迎町２丁目15-14 33-2661

本町４丁目5-24 32-4433

松江城町6-31 45-5255

大手町2丁目8-20 32-4862

通町8-9 32-7158

日奈久塩南町21-13 38-1700

磧本胃腸科外科医院

髙田胃腸内科・内科

たかの呼吸器科内科クリニック 

高野整形外科

伊達整形外科医院

田中泌尿器科外科医院

田渕整形外科医院

松江町168‐1 33-0321

大村町350 37-7200

松崎町147 32-2720

本町１丁目8-6 32-2014

日奈久塩北町4303 38-3700

錦町8‐5 33-1100

高下西町2268 32-4897

田渕内科クリニック

ちりふ内科

鶴田胃腸科内科

鶴田クリニック

中川外科医院

中村内科医院

西医院

橋本医院

長谷川整形外科医院

浜田呼吸器科内科クリニック

林整形外科医院

春野医院

日置町クリニック

久野内科医院

ひらきクリニック

福田クリニック産婦人科内科

ふくとみクリニック

福満内科医院

ふくろ町クリニック

平成病院

放射線科・内科まきたクリニック

堀内眼科医院

本田クリニック

前田医院

増田内科・胃腸内科

松岡内科クリニック

丸田病院

右田クリニック

宮村医院

みやもと泌尿器科クリニック

むらたクリニック

持永外科内科胃腸科医院

もちながこどもクリニック

元島産婦人科医院

保元内科クリニック

八代敬仁病院

八代更生病院

八代市医師会立病院

八代中央クリニック

八代ハートクリニック

八代病院

ゆたか医院

わたなべ内科クリニック

和田小児科医院

高下西町2271-1 33-6727

豊原中町2299-1 32-6000

日置町314-4 31-5000

古閑中町1386-1 31-6000

横手町1512‐3 33-3300

花園町10‐1 33-8885

郡築４番町46 37-0157

植柳上町931 32-4155

海士江町2913 35-3125

大村町1113-5 31-7622

高下西町1426 35-2600

北の丸町3‐37 35-6111

日置町150 31-5757

本町１丁目7-40 32-3408

新地町6-26 32-4990

日奈久中西町418 38-0068

花園町6-1 33-2913

松江町288 35-0293

袋町1-8 32-1222

大村町720-1 32-8171

竹原町1439-2 45-9120

塩屋町4-4 32-4993

西松江城町5-35 32-3410

長田町2950 32-3845

永碇町1283-3 62-8100

通町7‐14 33-2766

萩原町１丁目5‐22 35-3100

若草町2‐10 35-8211

萩原町2丁目10‐4 32-2414

永碇町1263 32-1600

横手本町2‐1 34-1872

平山新町4472-3 35-2772

田中西町1-1-5 39-3925

西松江城町5-9 34-2022

永碇町1323-3 34-3141

海士江町2817 34-7911

古城町1705 33-4205

平山新町4438-3 31-1700

永碇町1361 32-8008

錦町10-1 33-5353

郡築１番町179 37-0317

田中東町13‐1 31-0763

永碇町1073-5 37-8255

大手町２丁目5‐23 32-2755

せきがみ内科・糖尿病内科
上日置町字八坪

4447-1
33-0033

八代看護学校准看護師課程

 本校は、昭和29年の養成所開設以来、多数の准看護師養成

を行っております。准看護師課程は修業年限2年の昼間定時

制で、働きながら学び、准看護師検定試験の受験資格が取得

できます。

0965-53-1813ＴＥＬ FAX0965-34-5573

訪問看護ステーション

　熊本県、九州厚生局の指定を受け、医療・介護での訪問看

護を行っています。かかりつけの先生の指示の元、看護サービ

スを提供し在宅療養が安心して行えるよう24時間の連絡体

制を整え、緊急訪問も行います。介護予防から看取りまで質

の高い看護ケアを提供いたします。いつでもお気軽にご相談

下さい。

ＴＥＬ FAX 0965-32-92970965-32-9291

居宅介護支援事業所

　熊本県の指定を受けて、介護支援専門員が、介護保険のケ

アプランを作成します。要介護認定を受けておられる方が、住

み慣れた自宅や地域でその人らしく生活が出来るよう、介護

保険サービスを各提供事業者と調整を図り、生活支援を行い

ます。医療的ケアが必要な場合でも、かかりつけの先生と連携

し支援いたします。

ＴＥＬ FAX 0965-32-92970965-32-9291

健診センター

　八代地域住民の健康を考え、早期発見・早期治療・予防医

学に力をいれた健康診断を行っています。生活習慣病予防健

診、特定健診、特定保健指導、定期健診、各種がん検診を中

心に、事業所健診、住民健診、学校検診を行っています。

ＴＥＬ FAX 0965-35-30150965-35-3004

～八代地域の住民の皆さま、

　　年に一度は健康診断を受けましょう～

検査センター

　八代地域における病院・診療所を中心とする医療機関か

ら、患者様の検体（血液・尿・便など）をお預かりし、高度な技

術と精度管理の下で分析を行い、検査結果をご報告していま

す。この検査結果は、病気の診断、病態の解明、治療方針の決

定、健康診断など、さまざまな場面で活用されています。

ＴＥＬ FAX 0965-35-3002　0965-35-3003　

医師会立病院

　当院は、療養病床100床の病院です。療養病床とは、症状は

安定しているが、長期の療養が必要とされる方の病院です。

『ぬくもりのある医療』で、患者様が安心して治療・訓練に専念

できる環境を提供し、真心の対応でお応えします。

ＴＥＬ FAX 0965-31-59210965-31-1700

八代水俣地域産業保健センター

　地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の

選任義務のない小規模事業場の事業者や、小規模事業場で働

く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導など

の産業保健サービスを無料で提供いたします。

各サービスのご利用にあたっては、事前申し込みが必要です。

ＴＥＬ FAX 0965-39-95320965-39-9531

休日在宅当番医を音声にてご案内しております。

ＴＥＬ 0965-34-7001

休日在宅医テレフォンサービス

八代看護学校看護師2年課程

 看護師２年課程は、現在准看護師の資格を持った人が、看護

師の資格取得を目指す修業年限3年の昼間定時制の進学コー

スです。准看護師として働きながら、国家試験の受験資格が取

得できます。

0965-53-1813ＴＥＬ FAX0965-34-5491

内科、小児科、外科、整形外科

18：30～22：00

内科、外科、整形外科：月曜日～土曜日（祝日除く）

小児科：5月3日～5月5日、

　　　 12月31日～1月3日を除く毎日

ＴＥＬ FAX 0965-31-59210965-31-6999

診療科目

受付時間

診 療 日

診療時間 19：00～22：00

夜間急患センター

進化を続ける医療。増える笑顔。これが私達の誇りです。
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一般社団法人 八代市医師会

荒木医院

あらき整形外科医院

有田大津眼科

ありの内科呼吸器科

泉内科医院

市村皮膚科医院

いでアレルギー・呼吸器クリニック

うえの内科・胃腸内科

上野耳鼻咽喉科医院

太田こどもクリニック

大手町クリニック

大平眼科医院

大平小児科医院

岡外科胃腸科医院

岡村医院

織田胃腸外科

片岡レディスクリニック

きはら眼科

木屋内科胃腸科

久原外科胃腸科医院

くはら循環器内科・くはら皮フ科

久原内科消化器科クリニック

熊本総合病院

熊本労災病院

桑原医院

桑原産婦人科医院

くわはら小児科

高田病院

小沢内科医院

こだま小児科クリニック

後藤胃腸科肛門科クリニック

後藤整形外科医院

ごとう脳神経外科・痛みのクリニック

相良中村クリニック

桜十字八代病院

しおさき内科・胃腸科クリニック 

豊原下町3325-1 32-3258

萩原町1丁目8-40 32-2524

永碇町1305 35-5551

萩原町1丁目7‐28 32-5941

海士江町3490-1 35-6780

黄金町20‐9 32-3285

松江町485-1 37-8211

本町２丁目2-9 33-1131

本町２丁目3-49 34-1814

古閑浜町3295-8 30-8380

大手町１丁目7‐18 32-2606

通町5‐28 32-2239

迎町１丁目7-23 31-7200

岡町谷川1068 39-0059

横手新町14-4 39-5665

横手新町2-17 35-5300

本町３丁目3-35 32-2344

萩原町2丁目6‐32 32-3946

通町5‐13 32-7057

植柳上町6521 35-1161

古閑中町1210 62-8877

植柳元町5540-1  32-2218

通町10-10  32-7111

竹原町1670 33-4151

敷川内町1202 38-0302

大手町１丁目7‐22 32-3405

植柳上町5690-1 32-5000

豊原下町4001 33-1191

田中北町4‐12 35-5382

長田町3184-1 35-3715

迎町２丁目15-14 33-2661

本町４丁目5-24 32-4433

松江城町6-31 45-5255

大手町2丁目8-20 32-4862

通町8-9 32-7158

日奈久塩南町21-13 38-1700

磧本胃腸科外科医院

髙田胃腸内科・内科

たかの呼吸器科内科クリニック 

高野整形外科

伊達整形外科医院

田中泌尿器科外科医院

田渕整形外科医院

松江町168‐1 33-0321

大村町350 37-7200

松崎町147 32-2720

本町１丁目8-6 32-2014

日奈久塩北町4303 38-3700

錦町8‐5 33-1100

高下西町2268 32-4897

田渕内科クリニック

ちりふ内科

鶴田胃腸科内科

鶴田クリニック

中川外科医院

中村内科医院

西医院

橋本医院

長谷川整形外科医院

浜田呼吸器科内科クリニック

林整形外科医院

春野医院

日置町クリニック

久野内科医院

ひらきクリニック

福田クリニック産婦人科内科

ふくとみクリニック

福満内科医院

ふくろ町クリニック

平成病院

放射線科・内科まきたクリニック

堀内眼科医院

本田クリニック

前田医院

増田内科・胃腸内科

松岡内科クリニック

丸田病院

右田クリニック

宮村医院

みやもと泌尿器科クリニック

むらたクリニック

持永外科内科胃腸科医院

もちながこどもクリニック

元島産婦人科医院

保元内科クリニック

八代敬仁病院

八代更生病院

八代市医師会立病院

八代中央クリニック

八代ハートクリニック

八代病院

ゆたか医院

わたなべ内科クリニック

和田小児科医院

高下西町2271-1 33-6727

豊原中町2299-1 32-6000

日置町314-4 31-5000

古閑中町1386-1 31-6000

横手町1512‐3 33-3300

花園町10‐1 33-8885

郡築４番町46 37-0157

植柳上町931 32-4155

海士江町2913 35-3125

大村町1113-5 31-7622

高下西町1426 35-2600

北の丸町3‐37 35-6111

日置町150 31-5757

本町１丁目7-40 32-3408

新地町6-26 32-4990

日奈久中西町418 38-0068

花園町6-1 33-2913

松江町288 35-0293

袋町1-8 32-1222

大村町720-1 32-8171

竹原町1439-2 45-9120

塩屋町4-4 32-4993

西松江城町5-35 32-3410

長田町2950 32-3845

永碇町1283-3 62-8100

通町7‐14 33-2766

萩原町１丁目5‐22 35-3100

若草町2‐10 35-8211

萩原町2丁目10‐4 32-2414

永碇町1263 32-1600

横手本町2‐1 34-1872

平山新町4472-3 35-2772

田中西町1-1-5 39-3925

西松江城町5-9 34-2022

永碇町1323-3 34-3141

海士江町2817 34-7911

古城町1705 33-4205

平山新町4438-3 31-1700

永碇町1361 32-8008

錦町10-1 33-5353

郡築１番町179 37-0317

田中東町13‐1 31-0763

永碇町1073-5 37-8255

大手町２丁目5‐23 32-2755

せきがみ内科・糖尿病内科
上日置町字八坪

4447-1
33-0033

八代看護学校准看護師課程

 本校は、昭和29年の養成所開設以来、多数の准看護師養成

を行っております。准看護師課程は修業年限2年の昼間定時

制で、働きながら学び、准看護師検定試験の受験資格が取得

できます。

0965-53-1813ＴＥＬ FAX0965-34-5573

訪問看護ステーション

　熊本県、九州厚生局の指定を受け、医療・介護での訪問看

護を行っています。かかりつけの先生の指示の元、看護サービ

スを提供し在宅療養が安心して行えるよう24時間の連絡体

制を整え、緊急訪問も行います。介護予防から看取りまで質

の高い看護ケアを提供いたします。いつでもお気軽にご相談

下さい。

ＴＥＬ FAX 0965-32-92970965-32-9291

居宅介護支援事業所

　熊本県の指定を受けて、介護支援専門員が、介護保険のケ

アプランを作成します。要介護認定を受けておられる方が、住

み慣れた自宅や地域でその人らしく生活が出来るよう、介護

保険サービスを各提供事業者と調整を図り、生活支援を行い

ます。医療的ケアが必要な場合でも、かかりつけの先生と連携

し支援いたします。

ＴＥＬ FAX 0965-32-92970965-32-9291

健診センター

　八代地域住民の健康を考え、早期発見・早期治療・予防医

学に力をいれた健康診断を行っています。生活習慣病予防健

診、特定健診、特定保健指導、定期健診、各種がん検診を中

心に、事業所健診、住民健診、学校検診を行っています。

ＴＥＬ FAX 0965-35-30150965-35-3004

～八代地域の住民の皆さま、

　　年に一度は健康診断を受けましょう～

検査センター

　八代地域における病院・診療所を中心とする医療機関か

ら、患者様の検体（血液・尿・便など）をお預かりし、高度な技

術と精度管理の下で分析を行い、検査結果をご報告していま

す。この検査結果は、病気の診断、病態の解明、治療方針の決

定、健康診断など、さまざまな場面で活用されています。

ＴＥＬ FAX 0965-35-3002　0965-35-3003　

医師会立病院

　当院は、療養病床100床の病院です。療養病床とは、症状は

安定しているが、長期の療養が必要とされる方の病院です。

『ぬくもりのある医療』で、患者様が安心して治療・訓練に専念

できる環境を提供し、真心の対応でお応えします。

ＴＥＬ FAX 0965-31-59210965-31-1700

八代水俣地域産業保健センター

　地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の

選任義務のない小規模事業場の事業者や、小規模事業場で働

く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導など

の産業保健サービスを無料で提供いたします。

各サービスのご利用にあたっては、事前申し込みが必要です。

ＴＥＬ FAX 0965-39-95320965-39-9531

休日在宅当番医を音声にてご案内しております。

ＴＥＬ 0965-34-7001

休日在宅医テレフォンサービス

八代看護学校看護師2年課程

 看護師２年課程は、現在准看護師の資格を持った人が、看護

師の資格取得を目指す修業年限3年の昼間定時制の進学コー

スです。准看護師として働きながら、国家試験の受験資格が取

得できます。

0965-53-1813ＴＥＬ FAX0965-34-5491

内科、小児科、外科、整形外科

18：30～22：00

内科、外科、整形外科：月曜日～土曜日（祝日除く）

小児科：5月3日～5月5日、

　　　 12月31日～1月3日を除く毎日

ＴＥＬ FAX 0965-31-59210965-31-6999

診療科目

受付時間

診 療 日

診療時間 19：00～22：00

夜間急患センター

進化を続ける医療。増える笑顔。これが私達の誇りです。
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医 療 機 関 名 住 　 所 T E L

八代郡医師会 病院・医院・施設リスト （令和元年11月1日現在）

八代郡医師会は、八代市の坂本、千丁、鏡、東陽、泉地区と氷川町の医療機関

の医師が、地域の医療・介護・福祉を守り、地域の皆様が安心して健康的な生活

を送れるよう活動しています。医師としての専門的な視点から地域の諸問題に

取り組み、多くの事業を行っています。

　また私たち医師会員は、本来の「かかりつけ医」として患者様やご家族の声

に耳を傾け、地域の皆様の信頼に応えられるように日々研鑽しています。

ひかり峯苫クリニック

荒木皮ふ科医院

尾田内科医院

よかと整形外科リウマチクリニック

黒田耳鼻咽喉科医院

福田外科・整形外科クリニック

松村眼科医院

保田医院

前田内科医院

稲毛整形外科医院

松本医院

井上医院

横田診療所

八代市立下岳診療所

八代市立椎原診療所

丸田医院

宮城循環器内科

高橋医院

峯苫医院

緒方内科医院

上村整形外科医院

伊藤医院

ひかわ医院

武内外科胃腸科医院

和田内科医院

介護老人保健施設かがみ苑

特別養護老人ホーム早尾園

介護老人保健施設八祥苑

渡町1717番地

鏡町鏡村1108番地1

鏡町鏡村1125番地1

鏡町鏡村210番地3

鏡町内田477番地2

鏡町内田697番地11

鏡町鏡210番地

鏡町鏡23番地

鏡町下有佐178番地

鏡町有佐252番地3

鏡町両出1503番地1

東陽町南1127番地1

泉町柿迫3188番地2

泉町下岳1562番地1

泉町椎原3番地16

千丁町吉王丸1598番地3

千丁町古閑出616番地

坂本町坂本4228番地17

坂本町坂本4139番地1

八代郡氷川町宮原694番地1

八代郡氷川町大野883番地

八代郡氷川町網道1536番地

八代郡氷川町島地419番地3

八代郡氷川町島地1633番地1

八代郡氷川町鹿島769番地1

鏡町塩浜11番地235

八代郡氷川町早尾132番地

八代郡氷川町早尾132番地

八代郡氷川町今151番地1

62-8721

52-8777

52-8011

46-8110

52-8787

52-0840

52-0131

52-0037

52-1310

52-1715

52-0330

65-2121

67-2010

67-3405

67-5151

46-0027

46-0007

45-2323

45-2127

62-2013

62-3377

52-8091

62-8139

52-7811

52-1860

30-4000

62-3838

62-4818

53-5111（旧称　八代郡医師会立病院）

八代北部地域医療センター

〒869-4202 熊本県八代市鏡町内田５２１番地　　TEL. ０９６５-62-2212　　FAX. ０９６５-62-2213

一般社団法人 八代郡医師会

予防接種事業

 麻疹風疹混合及び単抗原、不活化ポリオ、四種混合、二種混

合、日本脳炎、BCG、ヒブ感染症、小児用肺炎球菌、子宮頸が

ん、水痘、B型肝炎、インフルエンザ、成人用肺炎球菌等の八

代市・氷川町の予防接種事業に協力しています。

健診事業

　乳幼児健康診査、特定健診、高齢者健診、大腸がん検診、

前立腺がん検診、胃がん検診、肝炎ウイルス検診等に協力し

ています。

介護保険福祉事業等

　地域の子供さんからご高齢者まで、すべての住民の方が安

心して地域で暮らすことができる体制を作るための地域包括

ケアシステムの構築を、八代市・氷川町・八代市医師会と連携

して推進しています。各種介護保険関連事業にも協力してい

ます。

八代北部地域医療センター運営事業

　開院当初から24時間・365日対応の休日・夜間診療を実

施しています。肺炎や手術入院などの一般急性期、脳卒中や

骨折、手術後などの回復期リハビリ、緩和ケア等の分野で地

域を支えています。

救急医療事業

　休日在宅当番医事業、病院群輪番制事業等、行政と協力

して整備・運営を行っています。また、災害が起きた時にすぐ

に対応出来るように災害時救急医療体制づくりも行ってい

ます。

学校医事業

　八代市・氷川町教育委員会と協力し各小中学校及び高等

学校等に学校医を配置し、児童・生徒、学校職員の健診等を

行い、健康管理を行っています。

病児病後児保育事業

　小学6年生までの子どもさんが、病気または病気回復期で

保護者がご家庭で保育を行うとができない期間、病児・病後

児保育所「ハグ・くむ」でお子様をお預かりし、看護師、保育

士による看護保育を実施し、地域の働く保護者様のお手伝

いをしています。

ご あいさつ

八代郡医師会一般社団法人
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医 療 機 関 名 住 　 所 T E L

八代郡医師会 病院・医院・施設リスト （令和元年11月1日現在）

八代郡医師会は、八代市の坂本、千丁、鏡、東陽、泉地区と氷川町の医療機関

の医師が、地域の医療・介護・福祉を守り、地域の皆様が安心して健康的な生活

を送れるよう活動しています。医師としての専門的な視点から地域の諸問題に

取り組み、多くの事業を行っています。

　また私たち医師会員は、本来の「かかりつけ医」として患者様やご家族の声

に耳を傾け、地域の皆様の信頼に応えられるように日々研鑽しています。

ひかり峯苫クリニック

荒木皮ふ科医院

尾田内科医院

よかと整形外科リウマチクリニック

黒田耳鼻咽喉科医院

福田外科・整形外科クリニック

松村眼科医院

保田医院

前田内科医院

稲毛整形外科医院

松本医院

井上医院

横田診療所

八代市立下岳診療所

八代市立椎原診療所

丸田医院

宮城循環器内科

高橋医院

峯苫医院

緒方内科医院

上村整形外科医院

伊藤医院

ひかわ医院

武内外科胃腸科医院

和田内科医院

介護老人保健施設かがみ苑

特別養護老人ホーム早尾園

介護老人保健施設八祥苑

渡町1717番地

鏡町鏡村1108番地1

鏡町鏡村1125番地1

鏡町鏡村210番地3

鏡町内田477番地2

鏡町内田697番地11

鏡町鏡210番地

鏡町鏡23番地

鏡町下有佐178番地

鏡町有佐252番地3

鏡町両出1503番地1

東陽町南1127番地1

泉町柿迫3188番地2

泉町下岳1562番地1

泉町椎原3番地16

千丁町吉王丸1598番地3

千丁町古閑出616番地

坂本町坂本4228番地17

坂本町坂本4139番地1

八代郡氷川町宮原694番地1

八代郡氷川町大野883番地

八代郡氷川町網道1536番地

八代郡氷川町島地419番地3

八代郡氷川町島地1633番地1

八代郡氷川町鹿島769番地1

鏡町塩浜11番地235

八代郡氷川町早尾132番地

八代郡氷川町早尾132番地

八代郡氷川町今151番地1

62-8721

52-8777

52-8011

46-8110

52-8787

52-0840

52-0131

52-0037

52-1310

52-1715

52-0330

65-2121

67-2010

67-3405

67-5151

46-0027

46-0007

45-2323

45-2127

62-2013

62-3377

52-8091

62-8139

52-7811

52-1860

30-4000

62-3838

62-4818

53-5111（旧称　八代郡医師会立病院）

八代北部地域医療センター

〒869-4202 熊本県八代市鏡町内田５２１番地　　TEL. ０９６５-62-2212　　FAX. ０９６５-62-2213

一般社団法人 八代郡医師会

予防接種事業

 麻疹風疹混合及び単抗原、不活化ポリオ、四種混合、二種混

合、日本脳炎、BCG、ヒブ感染症、小児用肺炎球菌、子宮頸が

ん、水痘、B型肝炎、インフルエンザ、成人用肺炎球菌等の八

代市・氷川町の予防接種事業に協力しています。

健診事業

　乳幼児健康診査、特定健診、高齢者健診、大腸がん検診、

前立腺がん検診、胃がん検診、肝炎ウイルス検診等に協力し

ています。

介護保険福祉事業等

　地域の子供さんからご高齢者まで、すべての住民の方が安

心して地域で暮らすことができる体制を作るための地域包括

ケアシステムの構築を、八代市・氷川町・八代市医師会と連携

して推進しています。各種介護保険関連事業にも協力してい

ます。

八代北部地域医療センター運営事業

　開院当初から24時間・365日対応の休日・夜間診療を実

施しています。肺炎や手術入院などの一般急性期、脳卒中や

骨折、手術後などの回復期リハビリ、緩和ケア等の分野で地

域を支えています。

救急医療事業

　休日在宅当番医事業、病院群輪番制事業等、行政と協力

して整備・運営を行っています。また、災害が起きた時にすぐ

に対応出来るように災害時救急医療体制づくりも行ってい

ます。

学校医事業

　八代市・氷川町教育委員会と協力し各小中学校及び高等

学校等に学校医を配置し、児童・生徒、学校職員の健診等を

行い、健康管理を行っています。

病児病後児保育事業

　小学6年生までの子どもさんが、病気または病気回復期で

保護者がご家庭で保育を行うとができない期間、病児・病後

児保育所「ハグ・くむ」でお子様をお預かりし、看護師、保育

士による看護保育を実施し、地域の働く保護者様のお手伝

いをしています。

ご あいさつ

八代郡医師会一般社団法人
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旭薬局 萩原町1-8-37 43-7622

イオン薬局八代店 沖町6番割3987-3 39-3518

池田薬局（保険調剤休止） 豊原中町408-1 32-5251

いつき薬局 田中西町1-3-5 30-8000

植柳薬局 植柳上町6526-2 31-7100

ヱビス薬局千丁店 千丁町古閑出616-3 62-8448

エリア調剤薬局旭中央通店 旭中央通18-4 65-5252

エリア調剤薬局西松江城店 西松江城町4-27 62-8029

エリア調剤薬局日置店 日置町150-2 62-9211

大手町薬局 大手町2-10-13 32-3731

大村調剤薬局 大村町726-4 35-7397

かがみ中央薬局 鏡町内田477-1 52-7198

鏡調剤薬局 鏡町鏡村910 52-5750

きむら調剤薬局 千丁町吉王丸1597-1 46-6800

クスノキ薬局にしき町店 錦町13-1 37-8560

ぐんちく調剤薬局 郡築一番町208番地2 37-2155

こうだ調剤薬局 豊原中町2296-1 34-9732

こがなか調剤薬局 古閑中町1209-2 45-5525

こがなか元気薬局 古閑中町1371-3 45-5111

こがね町調剤薬局 黄金町21番2 45-9027

こやま薬局 本町1丁目10-27 45-9399

坂本調剤薬局 坂本町坂本4139-9 45-2940

さくら調剤薬局臨港店 大村町字溝口344-1 39-8767

さくら調剤薬局新八代店 長田町3184-2 37-8368

さくら調剤薬局八代本町店 本町1丁目8－8 45-9330

三気堂薬局八代店 松江町484-5 37-8613

修徳調剤薬局 塩屋町4-46 30-7765

新光調剤薬局 鏡町下有佐45-6 52-3469

新生堂薬局平山新町店 平山新町4477-3 31-7755

しんち調剤薬局 新地町9-11-6 34-2014

新八代駅前薬局 上日置町4447-11 33-0111

すみれ薬局 八代郡氷川町新田49-10 62-1022

総合病院前調剤薬局 通町10-47 30-8705

そうごう薬局八代竹原店 竹原町1658-2 39-5401

大倖堂薬局 通町6-23 33-5520

タケシタ調剤薬局八代店 本町１丁目8-36 45-9519

ダン永碇薬局 永碇町1073-1 37-8383

ダン調剤薬局 古閑上町13-1 45-9727

堤薬局 鏡町鏡53 52-0424

つばき調剤薬局 鏡町鏡村1112-2 52-7805

東洋調剤薬局氷川店 八代郡氷川町鹿島776-3 52-5200

トマト薬局 北の丸町3-32 31-5885

とみた薬局塩屋店 本町4-8-1 32-1125

とみた薬局高下店 高下西町2271-3 33-2654

永碇みどり薬局 永碇町1283-2 62-8190

中村調剤薬局 松江町166 35-4007

にしき町調剤薬局 錦町9-6 32-6519

はすわ薬局 大村町1113-4 30-0167

はなぞの調剤薬局 花園町5-8 65-8038

はらだ調剤薬局 萩原町2-11-2 35-2852

パンダ調剤薬局 大手町2丁目78-1 45-5130

ひおき調剤薬局 日置町312-1 43-7770

ひなぐ薬局 日奈久中西町新12-1 38-1200

ひまわり薬局 植柳上町5711-2 31-5172

ファーコス薬局めろん 八代郡氷川町鹿島1047 43-8050

ふるしろ調剤薬局 古城町1708-2 30-0066

本町調剤薬局 本町1-7-65 34-2714

松崎薬局 大手町2-15-22 32-3377

まつした調剤薬局 横手新町2号20番地 45-9292

宮原調剤薬局 八代郡氷川町宮原694-10 62-3624

妙見薬局 妙見町135 45-9308

むかえ町薬局 迎町1-16-7 31-6466

元町薬局 植柳元町5539-6 33-2842

守田調剤薬局 鏡町鏡206 52-8566

八代みどり薬局 永碇町1315-1 35-3425

八代薬剤師会センター薬局 八代郡氷川町今150-2 62-8762

やつしろ調剤薬局 通町5-12 32-8599

ゆうば薬局 花園町7番地16 65-5559

よこて調剤薬局 横手新町2-1-3 35-0810

らん調剤薬局 横手新町14-3-2 39-3009

りぼん薬局 東陽町南杉之本1126-4 36-3070

りんどう薬局 永碇町1245-2 31-0250

労災病院前調剤薬局 竹原町1658-1 30-8808 

Aya Dental House

井手尾歯科医院

犬塚歯科医院

犬童矯正歯科クリニック

井上歯科クリニック 

いまさき歯科医院

岩崎歯科医院

上田歯科医院

上田歯科医院

上野歯科医院

宇城八代歯科医院

岡田歯科医院

かえで歯科

鏡歯科医院

川上歯科医院

北里歯科医院

きはら歯科医院

木屋歯科クリニック

久保歯科医院

こだま歯科クリニック

坂井歯科医院

たかた歯科医院

高野歯科クリニック

竹田歯科医院

多田歯科医院

多田歯科クリニック

田中歯科医院

谷川歯科医院

鶴田歯科医院

中川歯科医院

中村歯科医院

医療機関名 住　所 TEL

長田町2902-1

大手町2-5-11

大村町547-2

出町5-9

松江町440-2

古閑中町字冬築2438-10

本町2-3-2

本町2-3-31

八代郡氷川町宮原398-1

千丁町古閑出2441-8

八代郡氷川町宮原667-1

鏡町鏡471

古閑中町1209-1

鏡町両出1255-5

萩原町2-2-21

迎町2-6-5

萩原町2-11-45

古閑上町170-8

塩屋町1-24

竹原町1611

通町6-17

高下西町2184-5

本町1-7-36TBLD1F

松江城町4-32 1F

日奈久竹之内町3244-3

若草町5-1

日置町160-3

本町1-1-48

海士江町2591-6

横手新町7-1

八代郡氷川町鹿島1233

65-8801

32-3663

32-5002

32-3571

39-7335

33-6537

34-1848

32-3205

62-3131

46-1000

62-3388

52-8484

37-8863

52-5110

32-2237

32-5517

33-8920

32-5398

39-7151

34-4618

32-6280

34-6054

34-3336

31-0550

38-0793

33-5330

35-3806

32-7500

33-8148

35-2557

52-6401

中村歯科医院

中山歯科医院

なかよし歯科医院

nina Dental Clinic

野田歯科医院 

原田歯科医院

ヒルズ歯科クリニック

ふくだデンタルクリニック

フラワー歯科クリニック 

古城歯科矯正歯科医院

本町ごとう歯科

前田歯科医院

増田歯科医院

松ケ枝歯科医院

松下歯科医院

溝口歯科医院

緑ケ丘歯科医院

水上歯科医院

港町ひさがい歯科

みのだ歯科医院

みやい歯科医院

みやざき歯科こども歯科

みやもと歯科医院

守永歯科医院

山口透歯科医院

やまだ歯科医院

やまデンタルクリニック 

横手歯科クリニック

若槻歯科医院

渡辺歯科医院

医療機関名 住　所 TEL

西松江城町10-3

古閑中町998-1

坂本町坂本4139-1

田中東町16-10

毘舎丸町5-48

永碇町944

西片町2000-9

鏡町内田697番地11

田中西町17-1

古城町3026-2

本町4丁目5-24

松江町243

本町1-10-36

八代郡氷川町宮原795-1

豊原中町松原419-1

鏡町内田472-3

新開町3-1-46

鏡町鏡村548-1

港町5

田中北町83

植柳元町6406

北ノ丸町1-12

旭中央通19-5

迎町2-15-25

郡築三番町12-11

鏡町内田270-1

鏡町鏡村1107-1

横手町1668-1

日奈久東町171

上野町1965-2

32-5001

33-3388

45-2333

34-2113

35-1358

34-4487

45-9488

62-8241

32-6011

34-3344

62-8108

32-3227

32-3264

62-2032

35-1881

52-8880

31-8800

52-6666

37-2575

35-7700

39-3033

33-9812

32-3034

33-4180

37-2010

52-0244

52-0421

32-9395

38-0209

35-0011 

八代歯科医師会 歯科医院リスト （令和元年12月1日現在）

　八代歯科医師会は75名の会員で構成されています。地域の皆様の歯科保健医療、公衆衛生活動、乳幼

児、小中高生、成人の検診事業を行っています。また毎年の「歯と口の健康週間」では行政や関連団体と協

力して「歯の祭典」を開催し、歯科疾患の予防啓発に取り組んでいます。口腔の健康が糖尿病や認知症の重

症化の予防になり、全身の健康につながることから生涯を通じた歯科医療の充実が大切だと八代歯科医

師会は考え取り組んでまいります。

一般社団法人八代歯科医師会  会長 山口 透

住　所 TEL 薬局・薬店名 住　所 TEL

八代薬剤師会 薬局・薬店リスト （令和元年11月1日現在）

　八代薬剤師会は平成26年に一般社団法人として新たに発足し、八代市及び氷川町を活動の中心とする

病院・保険薬局・その他の薬剤師によって、現在薬局会員71店舗・個人会員150名で構成されております。

　地域の皆様に安心安全なお薬、衛生用品等を提供できるよう励んで参りますので、これからも八代薬剤

師会を宜しくお願い致します。

一般社団法人八代薬剤師会 代表理事 福 原  慶 寿

薬局・薬店名

〒866-0894 熊本県八代市上野町折口3591-14　 TEL. 0965-31-8020

（【日・祝・盆・年末年始】 休日救急歯科診療▶10:00～16:00）一般社団法人 八代歯科医師会 口腔保健センター

〒869-4601 熊本県八代郡氷川町今西作150-2番　　TEL. 0965-62-8601　　FAX. 0965-62-8605

一般社団法人 八代薬剤師会 事務局

ご あいさつ

ご あいさつ

八代歯科医師会一般社団法人 八代薬剤師会一般社団法人
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旭薬局 萩原町1-8-37 43-7622

イオン薬局八代店 沖町6番割3987-3 39-3518

池田薬局（保険調剤休止） 豊原中町408-1 32-5251

いつき薬局 田中西町1-3-5 30-8000

植柳薬局 植柳上町6526-2 31-7100

ヱビス薬局千丁店 千丁町古閑出616-3 62-8448

エリア調剤薬局旭中央通店 旭中央通18-4 65-5252

エリア調剤薬局西松江城店 西松江城町4-27 62-8029

エリア調剤薬局日置店 日置町150-2 62-9211

大手町薬局 大手町2-10-13 32-3731

大村調剤薬局 大村町726-4 35-7397

かがみ中央薬局 鏡町内田477-1 52-7198

鏡調剤薬局 鏡町鏡村910 52-5750

きむら調剤薬局 千丁町吉王丸1597-1 46-6800

クスノキ薬局にしき町店 錦町13-1 37-8560

ぐんちく調剤薬局 郡築一番町208番地2 37-2155

こうだ調剤薬局 豊原中町2296-1 34-9732

こがなか調剤薬局 古閑中町1209-2 45-5525

こがなか元気薬局 古閑中町1371-3 45-5111

こがね町調剤薬局 黄金町21番2 45-9027

こやま薬局 本町1丁目10-27 45-9399

坂本調剤薬局 坂本町坂本4139-9 45-2940

さくら調剤薬局臨港店 大村町字溝口344-1 39-8767

さくら調剤薬局新八代店 長田町3184-2 37-8368

さくら調剤薬局八代本町店 本町1丁目8－8 45-9330

三気堂薬局八代店 松江町484-5 37-8613

修徳調剤薬局 塩屋町4-46 30-7765

新光調剤薬局 鏡町下有佐45-6 52-3469

新生堂薬局平山新町店 平山新町4477-3 31-7755

しんち調剤薬局 新地町9-11-6 34-2014

新八代駅前薬局 上日置町4447-11 33-0111

すみれ薬局 八代郡氷川町新田49-10 62-1022

総合病院前調剤薬局 通町10-47 30-8705

そうごう薬局八代竹原店 竹原町1658-2 39-5401

大倖堂薬局 通町6-23 33-5520

タケシタ調剤薬局八代店 本町１丁目8-36 45-9519

ダン永碇薬局 永碇町1073-1 37-8383

ダン調剤薬局 古閑上町13-1 45-9727

堤薬局 鏡町鏡53 52-0424

つばき調剤薬局 鏡町鏡村1112-2 52-7805

東洋調剤薬局氷川店 八代郡氷川町鹿島776-3 52-5200

トマト薬局 北の丸町3-32 31-5885

とみた薬局塩屋店 本町4-8-1 32-1125

とみた薬局高下店 高下西町2271-3 33-2654

永碇みどり薬局 永碇町1283-2 62-8190

中村調剤薬局 松江町166 35-4007

にしき町調剤薬局 錦町9-6 32-6519

はすわ薬局 大村町1113-4 30-0167

はなぞの調剤薬局 花園町5-8 65-8038

はらだ調剤薬局 萩原町2-11-2 35-2852

パンダ調剤薬局 大手町2丁目78-1 45-5130

ひおき調剤薬局 日置町312-1 43-7770

ひなぐ薬局 日奈久中西町新12-1 38-1200

ひまわり薬局 植柳上町5711-2 31-5172

ファーコス薬局めろん 八代郡氷川町鹿島1047 43-8050

ふるしろ調剤薬局 古城町1708-2 30-0066

本町調剤薬局 本町1-7-65 34-2714

松崎薬局 大手町2-15-22 32-3377

まつした調剤薬局 横手新町2号20番地 45-9292

宮原調剤薬局 八代郡氷川町宮原694-10 62-3624

妙見薬局 妙見町135 45-9308

むかえ町薬局 迎町1-16-7 31-6466

元町薬局 植柳元町5539-6 33-2842

守田調剤薬局 鏡町鏡206 52-8566

八代みどり薬局 永碇町1315-1 35-3425

八代薬剤師会センター薬局 八代郡氷川町今150-2 62-8762

やつしろ調剤薬局 通町5-12 32-8599

ゆうば薬局 花園町7番地16 65-5559

よこて調剤薬局 横手新町2-1-3 35-0810

らん調剤薬局 横手新町14-3-2 39-3009

りぼん薬局 東陽町南杉之本1126-4 36-3070

りんどう薬局 永碇町1245-2 31-0250

労災病院前調剤薬局 竹原町1658-1 30-8808 

Aya Dental House

井手尾歯科医院

犬塚歯科医院

犬童矯正歯科クリニック

井上歯科クリニック 

いまさき歯科医院

岩崎歯科医院

上田歯科医院

上田歯科医院

上野歯科医院

宇城八代歯科医院

岡田歯科医院

かえで歯科

鏡歯科医院

川上歯科医院

北里歯科医院

きはら歯科医院

木屋歯科クリニック

久保歯科医院

こだま歯科クリニック

坂井歯科医院

たかた歯科医院

高野歯科クリニック

竹田歯科医院

多田歯科医院

多田歯科クリニック

田中歯科医院

谷川歯科医院

鶴田歯科医院

中川歯科医院

中村歯科医院

医療機関名 住　所 TEL

長田町2902-1

大手町2-5-11

大村町547-2

出町5-9

松江町440-2

古閑中町字冬築2438-10

本町2-3-2

本町2-3-31

八代郡氷川町宮原398-1

千丁町古閑出2441-8

八代郡氷川町宮原667-1

鏡町鏡471

古閑中町1209-1

鏡町両出1255-5

萩原町2-2-21

迎町2-6-5

萩原町2-11-45

古閑上町170-8

塩屋町1-24

竹原町1611

通町6-17

高下西町2184-5

本町1-7-36TBLD1F

松江城町4-32 1F

日奈久竹之内町3244-3

若草町5-1

日置町160-3

本町1-1-48

海士江町2591-6

横手新町7-1

八代郡氷川町鹿島1233

65-8801

32-3663

32-5002

32-3571

39-7335

33-6537

34-1848

32-3205

62-3131

46-1000

62-3388

52-8484

37-8863

52-5110

32-2237

32-5517

33-8920

32-5398

39-7151

34-4618

32-6280

34-6054

34-3336

31-0550

38-0793

33-5330

35-3806

32-7500

33-8148

35-2557

52-6401

中村歯科医院

中山歯科医院

なかよし歯科医院

nina Dental Clinic

野田歯科医院 

原田歯科医院

ヒルズ歯科クリニック

ふくだデンタルクリニック

フラワー歯科クリニック 

古城歯科矯正歯科医院

本町ごとう歯科

前田歯科医院

増田歯科医院

松ケ枝歯科医院

松下歯科医院

溝口歯科医院

緑ケ丘歯科医院

水上歯科医院

港町ひさがい歯科

みのだ歯科医院

みやい歯科医院

みやざき歯科こども歯科

みやもと歯科医院

守永歯科医院

山口透歯科医院

やまだ歯科医院

やまデンタルクリニック 

横手歯科クリニック

若槻歯科医院

渡辺歯科医院

医療機関名 住　所 TEL

西松江城町10-3

古閑中町998-1

坂本町坂本4139-1

田中東町16-10

毘舎丸町5-48

永碇町944

西片町2000-9

鏡町内田697番地11

田中西町17-1

古城町3026-2

本町4丁目5-24

松江町243

本町1-10-36

八代郡氷川町宮原795-1

豊原中町松原419-1

鏡町内田472-3

新開町3-1-46

鏡町鏡村548-1

港町5

田中北町83

植柳元町6406

北ノ丸町1-12

旭中央通19-5

迎町2-15-25

郡築三番町12-11

鏡町内田270-1

鏡町鏡村1107-1

横手町1668-1

日奈久東町171

上野町1965-2

32-5001

33-3388

45-2333

34-2113

35-1358

34-4487

45-9488

62-8241

32-6011

34-3344

62-8108

32-3227

32-3264

62-2032

35-1881

52-8880

31-8800

52-6666

37-2575

35-7700

39-3033

33-9812

32-3034

33-4180

37-2010

52-0244

52-0421

32-9395

38-0209

35-0011 

八代歯科医師会 歯科医院リスト （令和元年12月1日現在）

　八代歯科医師会は75名の会員で構成されています。地域の皆様の歯科保健医療、公衆衛生活動、乳幼

児、小中高生、成人の検診事業を行っています。また毎年の「歯と口の健康週間」では行政や関連団体と協

力して「歯の祭典」を開催し、歯科疾患の予防啓発に取り組んでいます。口腔の健康が糖尿病や認知症の重

症化の予防になり、全身の健康につながることから生涯を通じた歯科医療の充実が大切だと八代歯科医

師会は考え取り組んでまいります。

一般社団法人八代歯科医師会  会長 山口 透

住　所 TEL 薬局・薬店名 住　所 TEL

八代薬剤師会 薬局・薬店リスト （令和元年11月1日現在）

　八代薬剤師会は平成26年に一般社団法人として新たに発足し、八代市及び氷川町を活動の中心とする

病院・保険薬局・その他の薬剤師によって、現在薬局会員71店舗・個人会員150名で構成されております。

　地域の皆様に安心安全なお薬、衛生用品等を提供できるよう励んで参りますので、これからも八代薬剤

師会を宜しくお願い致します。

一般社団法人八代薬剤師会 代表理事 福 原  慶 寿

薬局・薬店名

〒866-0894 熊本県八代市上野町折口3591-14　 TEL. 0965-31-8020

（【日・祝・盆・年末年始】 休日救急歯科診療▶10:00～16:00）一般社団法人 八代歯科医師会 口腔保健センター

〒869-4601 熊本県八代郡氷川町今西作150-2番　　TEL. 0965-62-8601　　FAX. 0965-62-8605

一般社団法人 八代薬剤師会 事務局

ご あいさつ

ご あいさつ

八代歯科医師会一般社団法人 八代薬剤師会一般社団法人
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