
市内医療機関一覧
往診

可否

住所 大字牛島７６２番地１ 休診日 月～金曜、日曜

電話 79-3197 診療
時間 １０：３０～１２：００

住所 室積一丁目７番１５号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 78-0128 診療
時間
９：００～１２：００
１４：００～１８：００

住所 室積中央町５番５号 休診日 土曜午後、日曜・祝日

電話 78-0074 診療
時間
８：３０～１２：３０
１４：００～１８：００

住所 室積松原４番７号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 79-1500 診療
時間
８：１５～１２：００
１４：３０～１８：００

住所 室積大町２２番２０号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 79-1231 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：００～１８：００

住所 中央二丁目１５番１号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 71-0225 診療
時間
９：００～１２：００
１５：００～１８：００　　　　★

住所 中央三丁目２番２６号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 72-5700 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 光井三丁目７番３０号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 74-2552 診療
時間
９：００～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 島田一丁目１番２１号 休診日 土曜午後、日曜・祝日

電話 74-2960 診療
時間
８：３０～１２：３０
１４：００～１８：００

住所 島田二丁目４番３３号 休診日 火曜午前、木・日曜・祝日

電話 71-0111 診療
時間
８：３０～１２：００
１５：００～１８：３０　　　　★

住所 島田二丁目１８番３号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 71-0271 診療
時間
８：４５～１２：００
１４：００～１８：００

島田

地区

内科・循環器科
消化器科・外科
小児科

8 松島こどもクリニック 診療
科目

小児科・アレルギー科

内科・胃腸科・循環器科
リハビリ科・外科

医療機関名 医療機関情報

内科・小児科
循環器科・消化器科
外科・リハビリ科

室積

光井

×

平岡医院 診療
科目

外科・内科・胃腸科
リハビリ・麻酔科

○

○

訪問診療及び往診は、原則として、かかりつけ
の方のみ

×

○ ○

○

6 広田医院 診療
科目

内科・小児科・皮膚科 ○ ○

7 市川医院 診療
科目

訪問診療及び往診は、通院加療中のみ対応可

★土曜は１７：００まで

訪問診療及び往診は、状況によって対応が困難
な場合もある

★土曜日は１６：００まで

★土曜日は１６：００まで

○3 たけなか医院
診療
科目

在宅患者
訪問診療

×

備考

×

1 牛島診療所 診療
科目

内科 ×

2 近藤整形外科 診療
科目

整形外科 ×

○

○

○

4

5 田村医院 診療
科目

○

9 多田クリニック 診療
科目

内科・小児科・循環器科 ○

○

★水・土曜午後は
１４：００～１７：００

10 吉村医院 診療
科目

内科

11 耳鼻咽喉科　前田医院 診療
科目

耳鼻咽喉科 × ×

表示以外の市外局番は『０８３３』



市内医療機関一覧
往診

可否
地区 医療機関名 医療機関情報

在宅患者
訪問診療

備考

表示以外の市外局番は『０８３３』

住所 島田二丁目２２番１６号 休診日 土曜午後、日曜・祝日

電話 72-0676 診療
時間
８：３０～１２：００
１３：１５～１７：３０

住所 島田五丁目３番１号 休診日 土・日曜・祝日

電話 77-0621 診療
時間
９：００～１２：００
１３：３０～１５：００

住所 島田六丁目１３番２６号 休診日 土曜午後、木・日曜・祝日

電話 74-2211 診療
時間
８：３０～１２：３０
１４：３０～１８：００

住所 大字島田３４３４番地 休診日
月・木曜午後、火曜午前
土・日曜・祝日

電話 71-5020 診療
時間
９：００～１２：００
１３：００～１６：００　　　　★

住所 浅江一丁目１０番１２号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 72-5041 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：３０～１８：００　　　　★

住所 浅江一丁目１７番２０号 休診日 木曜午後、日曜・祝日

電話 71-2010 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 浅江二丁目５番１号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 72-7500 診療
時間
９：００～１２：３０
１４：３０～１８：００　　　　★

住所 浅江二丁目１２番３号 休診日 日曜・祝日

電話 72-0010 診療
時間
９：００～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 浅江三丁目１番２５号 休診日 火・木・土曜午後、日曜・祝日

電話 71-0800 診療
時間
８：３０～１２：００
１５：００～１８：００

住所 浅江三丁目９番５号 休診日 木・日曜・祝日

電話 71-4187 診療
時間
９：００～１２：３０
１４：３０～１８：００　　　　★

住所 浅江三丁目１７番１号１０１ 休診日 木・日曜・祝日

電話 72-1010 診療
時間
９：００～１２：３０
１４：００～１８：００　　　　★

浅江

22 クリニック高橋眼科 診療
科目

眼科

耳鼻咽喉科

島田

16 やまて小児科・アレルギー科
診療
科目

小児科・アレルギー科
漢方小児科

×

○

○

×

12 光中央病院 診療
科目

内科・外科・整形・小児整形・リハビ
リ科・脳外科・呼吸器科・消化器科・
内視鏡内科・肛門科・麻酔科・放射
線科・アレルギー科・乳腺外科

○ ○

訪問診療及び往診は、時間帯によって対応困
難な場合もある

×

★土曜は１３：００まで

× ×

14 いのうえ内科クリニック
診療
科目

内科 × ×

13 大田病院 診療
科目

精神科・神経科

15 日本製鉄（株）九州製鉄所光診療所
診療
科目

内科 × ×

★水曜は予約制のメンタルヘルス外来のみ

○

★土曜は１７：００まで

訪問診療及び往診は、かかりつけ患者のみ対
応

18 藤原皮膚科 診療
科目

皮膚科 ○ ○

★木・土曜は１２：３０まで

17 守友医院 診療
科目

内科

○

★木・土曜は１２：００まで

訪問診療及び往診は、事前に相談が必要

20 兼清外科 診療
科目

外科・整形・内科 ○ ○

19 光内科・消化器科 診療
科目

内科・消化器科
呼吸器科・循環器科
放射線科

× ○21 耳鼻咽喉科　しみず医院 診療
科目

★土曜は１７：００まで

○

★土曜は１７：００まで



市内医療機関一覧
往診

可否
地区 医療機関名 医療機関情報

在宅患者
訪問診療

備考

表示以外の市外局番は『０８３３』

住所 浅江三丁目１７番１８号 休診日 火・木・土曜午後、日曜・祝日

電話 72-2720 診療
時間
８：３０～１２：１５
１４：００～１７：４５

住所 木園一丁目５番２２号 休診日
木曜午後、水曜午前
日曜・祝日

電話 74-1288 診療
時間
９：００～１２：００（月・火・木・金・土）
１４：３０～１７：００（月・金）　　★

住所 木園一丁目８番３号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 74-1112 診療
時間
９：００～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 虹ヶ丘一丁目１３番１０号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 71-0816 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：３０～１８：００

住所 光ケ丘６番１号 休診日 土・日曜・祝日

電話 72-1000 診療
時間 ８：３０～１１：３０　　　　　★

住所 虹ケ浜三丁目６番１号 休診日
【産婦人科】日曜・祝日
【小児科】第２・第４木曜午後、
日曜・祝日

電話 71-0084 診療
時間
【産婦人科】
　　８：１５～１２：００
　１３：３０～１８：００　　　　★

住所 虹ケ浜三丁目１６番３０号 休診日 土曜午後、木・日曜・祝日

電話 74-1177 診療
時間
９：００～１２：３０
１４：００～１８：００

住所 光ケ丘２番５号 休診日
【産婦人科】日曜・祝日
【小児科】月・水・木・土曜午後、
日曜・祝日

電話 72-3332 診療
時間
【産婦人科】
　　８：００～１２：３０
　１４：３０～１８：３０　　★

住所 大字浅江１３４０番地１ 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 71-1040 診療
時間
８：３０～１２：００
１４：００～１８：００

住所 三井六丁目１８番１号 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 77-0606 診療
時間
９：００～１２：００
１４：００～１８：００　　　　★

住所 大字小周防１６３３番地１ 休診日 木・土曜午後、日曜・祝日

電話 77-3800 診療
時間
８：３０～１２：３０
１４：００～１８：００

浅江

三井

周防

佃医院 診療
科目

内科・小児科・外科

32 河村循環器神経内科 診療
科目

内科・循環器科・神経内科

29 あきよし心療内科クリニック
診療
科目

心療内科・内科・精神科

27

×

26

23 虹ケ浜皮フ科クリニック 診療
科目

皮膚科・アレルギー科

★木・土曜は９：００～１３：００

○ ○

往診は、原則として、月・火・水・金の午後２時
から可能

皮膚科・形成
アレルギー科

× ×

× ×

★小児科は火・木のみ

×

★
水曜１５：００～１７：００
木曜９：００～１２：００
土曜１４：３０～１６：００

25

24 ふなつ眼科光分院 診療
科目

眼科

光市立光総合病院 診療
科目

総合病院

ひかり皮フ科クリニック
診療
科目 ○ ○

○

訪問診療及び往診は、事前に相談が必要

30 みちがみ病院 診療
科目

産婦人科・女性内科
小児科

産婦人科・小児科 × ×

★土曜日は１７：００まで

× ○

往診は状況によって対応

28 梅田病院 診療
科目

31 河内山医院 診療
科目

内科 ○

× ×

【産婦人科】
★土曜は１８：００まで

【小児科】
★土曜は９：００～１２：３０まで

○ ○

★月曜は１９：００～２２：００診療有り

33 光武医院 診療
科目

胃腸科・外科・理学療法科
皮膚科・放射線科・麻酔科

○ ○



市内医療機関一覧
往診

可否
地区 医療機関名 医療機関情報

在宅患者
訪問診療

備考

表示以外の市外局番は『０８３３』

住所 大字岩田９７４番地 休診日 土・日曜・祝日

電話 0820-48-2111 診療
時間 ８：３０～１７：００　　　　　★

大和 × ×

★診療時間は各科により異なる

34 光市立大和総合病院 診療
科目

総合病院


