
医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 8：30～12：30

午後 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 休　診 14：30～18：00 14：00～16：00

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入）

担当者会議への

医師の参加

　医　療　機　関

犬童耳鼻咽喉科

〒868-0501

多良木町多良木2834

耳鼻いんこう科、気管食道科

在宅医療の取り組み

住所

診療時間

　・気管切開部の処置

　２４時間往診対応　（　・している　　　　☉していない　）　    　在宅患者訪問診療　　（　・している　　　　☉していない　）

日曜、祝日、盆休：8月14日～16日、年末年始：12月29日～1月3日

　かかりつけ患者臨時往診　（　・している　　　　☉していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

休　　日 43-0777

他職種の方への要望

直接面談

在宅管理可能な医療行為

犬童　直哉

43-0777

43-0555

西　明香

主治医の医療機関で開催の場合

往診時に開催の場合

　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　☉困難

　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　☉困難



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：30～17：30 14：30～17：30 14：30～17：30 休診 14：30～17：30 休診

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入） 1 3 2 5

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

あさぎり町、多良木町、水上村、湯前町を中心として、当クリニックより　20～30分の範囲内。

直接面談

4

主治医の医療機関で開催の場合 　　　　　　　３０分以内　　　　　☉１５分以内　　　　　・困難

往診時に開催の場合 　　　　　　　３０分以内　　　　　　・１５分以内　　　　☉困難　（相談　応）

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　　☉していない　）　　在宅患者訪問診療　　（　☉している　　　　・していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　・している　　　　☉していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

在宅管理可能な医療行為

　・在宅患者訪問点滴注射管理指導　・訪問看護指示　・在宅患者訪問薬剤管理指導　・在宅自己注射指導管理

　・在宅酸素療法指導管理　・在宅自己導尿指導管理　・在宅寝たきり患者処置指導管理　・点滴の管理

　・中心静脈栄養　・酸素療法　・経管栄養　・褥瘡の管理　・気管切開部の処置　・在宅ターミナルケアの対応

内科、消化器内科（胃腸内科） 総務　谷川　由利子

診療時間

日曜日、祝日、　盆休：8月13日～15日、　年末年始：12月30日～1月3日

休　　日 42-5868 42-5868

　医　療　機　関

上球磨クリニック 谷川　廣一

住所
〒868-0501 42-5868

多良木町多良木2905-1 32-9688



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

診療時間 窓口担当者

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

　・気管切開部の処置　・レスピレーター（人工呼吸器）　

多良木町、あさぎり町、水上村、湯前町及び当院よりおおむね車で３０分で到着できる地域。

在宅管理可能な医療行為

　・在宅患者訪問診療　・同一建物居住者訪問看護・指導　・在宅がん医療総合診療　・特定施設入居時等医学総合管理　

　・訪問看護指示　・在宅訪問リハビリテーション指導管理　・往診（24時間往診可能）　・在宅患者訪問点滴注射管理指導

　・在宅患者訪問看護・指導　・救急搬送診療　・地域連携退院時共同指導　・在宅時医学総合管理　　

　・在宅自己腹膜灌流指導管理　・在宅肺高血圧症患者指導管理　・在宅寝たきり患者処置指導管理

　・在宅自己導尿指導管理　・在宅気管切開患者指導管理　・在宅自己注射指導管理　・在宅人工呼吸指導管理　

　・在宅中心静脈栄養法指導管理・退院前在宅療養指導管理　・在宅酸素療法指導管理　・在宅自己疼痛管理指導管理　　

　・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理　・在宅成分栄養経管栄養法指導管理　・在宅悪性腫瘍患者指導管理　　　

　・尿カテーテル（留置カテーテル等）　・モニター測定（血圧・心拍等）　・腹膜透析　・経管栄養　・疼痛の管理　・点滴の管理　

　・褥瘡の管理　・在宅ターミナルケアの対応　・中心静脈栄養　・人工肛門の管理　・人工膀胱の管理　・酸素療法

休　　日 42-2560 42-2560

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　☉している　　　　・していない　）　　　　　在宅患者訪問診療　（☉している　　　　・していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　☉している　　　・していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（☉あり　　　　・なし　）

土曜、日曜、祝日、年末年始：12月29日～1月3日　但し、救急患者さんは、24時間受け入れます。

　医　療　機　関

球磨郡公立多良木病院 大島　茂樹

住所
〒868-0598 42-2560

多良木町多良木4210 42-6788

診療科目により診察外来時間が異なります。お問い合わせください。

診療科目
　内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科

　ひ尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、歯科



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

午後

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入）

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

直接面談

主治医の医療機関で開催の場合 　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

往診時に開催の場合 　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

在宅管理可能な医療行為

多良木町槻木地区

火曜、水曜、金曜、土曜、日曜、祝日、年末年始：12月29日～1月3日

休　　日

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　　☉していない　）　　　　　在宅患者訪問診療　（　☉している　　　　・していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　☉している　　　　・していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

外科、内科 椎葉　学

診療時間
13：00～17：00 休　診 休　診 13：00～17：00 休　診 休　診

　医　療　機　関

槻木診療所 河原　駿

住所
〒868-0505 44-1002

多良木町槻木芭蕉の本８ 44-1002



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30 8：30～12：30

（Ｈ28．4月からの診療時間） 午後 14：00～18：00 14：00～18：00 休診 14：00～18：00 14：00～18：00 14：00～18：00

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入） 3 4 5 1

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

あさぎり町、多良木町、湯前町

直接面談

2

主治医の医療機関で開催の場合 　　☉３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

往診時に開催の場合 　　☉３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　　☉していない　）　　在宅患者訪問診療　　（　☉している　　　　・していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　☉している　　　　・していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

在宅管理可能な医療行為

　・往診（24時間往診可能）　・点滴の管理　・在宅ターミナルケアの対応　・酸素療法　

　・経管栄養　・疼痛の管理　・褥瘡の管理　・人工肛門の管理　・人工膀胱の管理　　

　・モニター測定（血圧・心拍等）　・尿カーテーテル（留置カテーテル等）

内科、胃腸科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、こう門科、麻酔科 岩野　久子（主任）

診療時間

日曜日、祝日、盆休：8月13日～15日、年末年始：12月29日～1月3日

休　　日 42-1123 42-1123

　医　療　機　関

仁田畑クリニック 仁田畑　和

住所
〒868-0501 42-1123

多良木町多良木895-6 42-1233



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：00～17：00 休　診 14：00～17：00 休　診 14：00～17：00 休　診

整形 午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～14：00

リウ・リハ 午後 14：00～18：00 14：00～18：00 14：00～18：00 休　診 14：00～18：00 休　診

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入） 2 1 4

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

直接面談

3

主治医の医療機関で開催の場合 現在担当者会議への要請がない

往診時に開催の場合 現在担当者会議への要請がない

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　　☉していない　）　　在宅患者訪問診療　　（　・している　　　　☉していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　・している　　　　☉していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

在宅管理可能な医療行為

休　　日 医院への電話連絡 医院への電話連絡

　医　療　機　関

宮原医院 山村　正統

住所
〒868-0501 42-2082

多良木町多良木260 42-6729

内科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

診療時間
内科

日曜日、祝日、盆休：8月14日～15日、年末年始：12月31日～1月3日



　医　療　機　関

医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 休　診

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入） 2 5 4 3 6

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

（連絡時の注意事項を含む）

多良木町の一部

直接面談

1

主治医の医療機関で開催の場合 　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　☉ 困難

往診時に開催の場合 　　・３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　☉ 困難

在宅管理可能な医療行為
　・訪問看護指示　・在宅自己注射指導管理　・在宅酸素療法指導管理　・在宅自己導尿指導管理

　・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理　・点滴の管理　・酸素療法

診療時間
休　診

水曜日、日曜日、祝日

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　☉していない　）　　在宅患者訪問診療　（　・している　　　☉していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　☉している　　　　・していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

休　　日 42-2132 42-2132

横山医院 横山　武春

内科、小児科

住所
〒868-0502 42-2132

多良木町黒肥地1596 42-5257



　医　療　機　関

医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 休　診 14：30～18：00 休　診

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

往診地域

医師への面談方法 電話連絡 往診時 外来時 FAX連絡 メール連絡

（優先順位の番号を記入） 1

担当者会議への

医師の参加

他職種の方への要望

（連絡時の注意事項を含む）

直接面談

主治医の医療機関で開催の場合 　　☉３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

往診時に開催の場合 　　☉３０分以内　　　　　・１５分以内　　　　　・困難

在宅医療の取り組み
　２４時間往診対応　（　・している　　　☉していない　）　　在宅患者訪問診療　　（　☉している　　　　・していない　）

　かかりつけ患者臨時往診　（　☉している　　　　・していない　）　　　在宅療養支援診療所の届出　（　・あり　　　　☉なし　）

在宅管理可能な医療行為                                  ・在宅患者訪問診療　・訪問看護指示　・在宅自己注射指導管理

内科、胃腸科、外科 池田

診療時間

日曜日、祝日、年末年始：12月31日～1月3日

休　　日 42-2541

渡辺医院 渡辺　英明

住所
〒868-0501 42-2541

多良木町多良木265-1 42-2397



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 14：30～18：00 休　診

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

歯科訪問診療

往診地域

口腔ケア

摂食嚥下リハビリ

虫歯・歯周病治療

入れ歯の修理・作製

他職種の方への要望

　　・　している　　　　　　　　　　　　☉　していない

　　・　している　　　　　　　　　　　　☉　していない

　　・　している　　　　　　　　　　　　☉　していない

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

歯科、小児歯科 藏座　美紀

診療時間

　日曜日、祝日、盆休：8月13日～8月15日、年末年始休業：12月30日～1月3日

休　　日 090-8667-0495 45-5856

　歯　科　医　院

秋山歯科医院 秋山　雅治

住所
〒868-0501 42-6511

多良木町多良木2839-1 42-6511



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：00～19：00 14：00～19：00 14：00～19：00 休　診 14：00～19：00 14：00～17：00

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

歯科訪問診療

往診地域

口腔ケア

摂食嚥下リハビリ

虫歯・歯周病治療

入れ歯の修理・作製

他職種の方への要望

　歯　科　医　院

おおた歯科こども歯科クリニック 太田　良紀

住所
〒868-0501 42-1122

多良木町多良木938-3 42-6332

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 福屋

診療時間

　日曜日、祝日、年末年始休業：12月31日～1月3日

休　　日

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

　　　　　　　　　　☉　多良木町　　　　　 　　　　　　　・　その他　（　　　　　　　　　　）

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

 ・  している　　　　　　    　　　　　　☉　していない

☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30 9：00～12：30

午後 14：00～18：30 14：00～18：30 14：00～18：30 14：00～18：30 14：00～18：30 14：00～18：30

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

歯科訪問診療

往診地域

口腔ケア

摂食嚥下リハビリ

虫歯・歯周病治療

入れ歯の修理・作製

他職種の方への要望

　歯　科　医　院

くろにた歯科医院 黒仁田　典之

住所
〒868-0501 42-1020

多良木町多良木1553-6 42-1020

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 森岡

診療時間

　日曜日、祝日、年末年始：12月31日～1月4日

休　　日 42-1020 42-1020

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　 　 ・　している　　　　　　　　 　　　☉　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　 　 ・　している　　　　　　　　 　　　☉　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない



医療機関名 管理者名

TEL

FAX

主な診療科目 窓口担当者

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

午後

休診日

緊急時の連絡 夜　　間

歯科訪問診療

往診地域

口腔ケア

摂食嚥下リハビリ

虫歯・歯周病治療

入れ歯の修理・作製

他職種の方への要望

　歯　科　医　院

中原歯科医院 中原　孝典

住所
〒868-0501 42-2426

多良木町多良木564

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　市、町、村　　　　　　　　　　　　　・　その他　（　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　

歯科、矯正歯科

診療時間
8：30～18：00 8：30～18：00 8：30～18：00 8：30～18：00 8：30～18：00 8：30～12：00

　日曜日、祝日、盆休：8月13日～8月15日、年末年始休業：12月29日～1月3日

休　　日 42-2426 42-3650

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

                                                    ・  　している　　　　　　　　　　　　☉　していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☉   している　　　　　　　　 　　　　 ・　 していない


