
　　　　　　　休日当番医・薬局表　診療時間　9：00 〜 17：00
八代市医師会 ☎ 34-7001
八代郡医師会 ☎ 62-2212
八代薬剤師会 ☎ 62-8601

相談
八：八代市保健センター　☎ 32-7200
本：本庁 2 階 すこやかルーム　☎ 33-5116
鏡：鏡保健センター　☎ 52-5277

成人個別健康相談【要予約：八・鏡】
日 場所 受付時間

月曜日 八・鏡 13：00 〜 16：00

こころの健康相談【要予約：鏡】
9 日㈭ 本 9：30 〜 11：30

22 日㈬ 鏡 9：30 〜 11：30

精神保健相談【要予約：八代保健所☎︎ 33-3229】

2 日㈭
14：00 〜 16：00

21 日㈫

日 病院名 町 名 電 話

５
㈰

織田胃腸外科 横手新町 35-5300
こだま小児科クリニック 長田町 35-3715
桜十字八代リハビリテーション病院 本町 2 丁目 32-2777
峯苫医院 渡町 62-8721
緒方内科医院 氷川町宮原 62-2013

11
㈷

後藤胃腸科肛門科クリニック 迎町 2 丁目 33-2661
たかの呼吸器科内科クリニック 松崎町 32-2720
鶴田胃腸科内科 日置町 31-5000
井上医院 東陽町南 65-2121
保田医院 鏡町鏡 52-0037

12
㈰

田渕整形外科医院 高下西町 32-4897
福満内科医院（小児も可） 松江町 35-0293
髙田胃腸内科・内科 大村町 37-7200
前田内科医院 鏡町下有佐 52-1310

19
㈰

磧本胃腸科外科医院 松江町 33-0321
もちながこどもクリニック 田中西町 39-3925
保元内科クリニック 永碇町 34-3141
福田外科・整形外科クリニック 鏡町内田 52-0840
尾田内科医院 鏡町鏡村 52-8011

23
㈷

みやもと泌尿器科クリニック 永碇町 32-1600
中村内科医院（小児も可） 花園町 33-8885
放射線科・内科まきたクリニック 竹原町 45-9120
松本医院 鏡町両出 52-0330

26
㈰

久原外科胃腸科医院 植柳上町 35-1161
西医院 郡築 4 番町 37-0157
泉内科医院（小児も可） 海士江町 35-6780
伊藤医院 氷川町網道 52-8091

日 薬局名 町 名 電 話

５
㈰

まつした調剤薬局 横手新町 45-9292
ヱビス薬局 本町店 本町 2 丁目 37-8288
アロハ薬局 新八代店 長田町 37-8368
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808
エリア調剤薬局 清流店 渡町 45-5441

11
㈷

ひおき調剤薬局 日置町 43-7770
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808
堤薬局 鏡町鏡 52-0424
りぼん薬局 東陽町南 36-3070
八代薬剤師会 センター薬局 氷川町今 62-8762

12
㈰

とみた薬局 高下店     高下西町 33-2654
さくら調剤薬局 臨港店 大村町 39-8767
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808
新光調剤薬局 鏡町下有佐 52-3469

19
㈰

いつき薬局 田中西町 30-8000
中村調剤薬局 松江町 35-4007
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808

23
㈷

さくら調剤薬局 竹原店 竹原町 37-8835
永碇みどり薬局　　 永碇町 62-8190
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808
八代薬剤師会 センター薬局 氷川町今 62-8762

26
㈰

植柳薬局 植柳上町 31-7100
労災病院前調剤薬局 竹原町 30-8808

休日歯科診療　☎ 31-8020
八代歯科医師会口腔保健センター（上野町）
診療時間　10：00 〜 16：00

休日当番医・薬局は変更になる場合があります。

夜間救急センター（診療時間 19:00 〜 22:00)
日 診療科目 注意事項

月〜土 内科・外科・整形外科 受診前に必ず電話ください
（☎ 31-6999）
＊新型コロナウイルス感染症の検査に

は対応していません。月〜日 小児科

献血 問合せ　熊本県赤十字血液センター ☎ 096-384-6725
日 場　所 受付時間

7 日㈫ イオン八代ショッピン
グセンター 10：00 〜 11：30、12：45 〜 16：00

8 日㈬
八代警察署 9：30 〜 12：15

ゆめタウン八代 14：00 〜 16：00

21 日㈫
22 日㈬ 市役所　本庁 9：30 〜 12：00、13：15 〜 16：00
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