
日 地区・診療科 診療時間 医療機関名 住所 電話番号

内科１次 9:00～17:00 伊藤医院 筑紫野市二日市南3-11-15 092-922-3303

内科２次 9:00～9:00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

外科１次 9:00～17:00 池田脳神経外科 春日市小倉１－１ 092-589-0150

外科２次 9:00～9:00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

産婦人科 9:00～17:00 吉川レディースクリニック 筑紫野市二日市北2-2-1イオン二日市店3F 092-918-8522

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～12：00 さいつこどもクリニック 春日市星見ヶ丘2-45 092-589-1260

太宰府市 9：00～18：00 日高小児科 太宰府市大佐野2-24-24 092-918-2611

太宰府市 8：30～12：00 山野皮ふ科医院 太宰府市通古賀3-13-13 西都ビル 092-928-6606

大野城市 9：00～13：00 松坂内科クリニック 大野城市錦町3-3-50 092-502-2100

大野城市 9：00～13：00 井上眼科医院 大野城市栄町2-5-15-101 092-575-0031

筑紫野市 9：00～13：00 ひろたこどもクリニック 筑紫野市針摺東3-2-13 092-918-8667

筑紫野市 8：30～12：30 どい内科クリニック 筑紫野市光が丘4-5-3 092-926-7415

内科１次 9:00～17:00 筑紫南ヶ丘病院 大野城市牛頸1034-5 092-595-0595

内科２次 9:00～9:00 秦病院 大野城市筒井1-3-1 092-501-1111

外科１次 9:00～17:00 ごう脳神経外科クリニック 那珂川市山田1150-1 092-951-5219

外科２次 9:00～9:00 諸岡整形外科病院 那珂川市片縄3-81 092-952-8888

産婦人科 9:00～17:00 まなべ産婦人科医院 大野城市雑餉隈1-7-17 092-571-4307

小児科 9:00～23:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

太宰府市 9：00～18：00 うえだ皮膚科クリニック 太宰府市大佐野3-1-50 092-919-5128

太宰府市 9：00～18：00 吉田皮ふ科形成外科クリニック 太宰府市五条2-23-6 092-923-2700

筑紫野市 9：00～18：00 よこみぞ医院 筑紫野市立明寺506-5 092-921-5001

筑紫野市 9：00～17：00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

内科１次 9:00～17:00 中嶋医院 太宰府市宰府3-5-7 092-922-4019

内科２次 9:00～9:00 自衛隊福岡病院 春日市小倉東1-61 092-581-0431

外科１次 9:00～17:00 さもと脳神経外科クリニック 大野城市上大利5-2-12 092-595-2626

外科２次 9:00～9:00 自衛隊福岡病院 春日市小倉東1-61 092-581-0431

産婦人科 9:00～17:00 城野産婦人科クリニック 春日市一の谷2-8-1 092-584-1103

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～18：00 樋口病院 春日市紅葉ケ丘東1-86 092-572-0343

春日市 9：00～12：00 いわみ肛門クリニック 春日市春日4-10 092-572-2828

春日市 9：00～12：00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～18：00 中村整形外科医院 春日市須玖南2-138 092-575-5050

春日市 9：00～18：00 和田整形外科医院 春日市泉2-14 092-591-0511

春日市 9：00～18：00 本田耳鼻咽喉科医院 春日市上白水3-81 春日総合クリニックビル 092-584-5553

太宰府市 9：00～18：00 うえだ皮膚科クリニック 太宰府市大佐野3-1-50 092-919-5128

太宰府市 9：00～18：00 吉田皮ふ科形成外科クリニック 太宰府市五条2-23-6 092-923-2700

太宰府市 9：00～18：00 鹿子生整形外科医院 太宰府市五条3-4-14 092-925-1222

太宰府市 9：00～18：00 岩﨑外科胃腸科医院 太宰府市向佐野4-12-15 092-925-1526

太宰府市 9：00～11：30 太宰府吉富眼科医院 太宰府市宰府2-9-13 アスパ奥苑 092-928-0030

太宰府市 8：30～17：00 太宰府病院 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

太宰府市 9：00～17：00 丸山病院 太宰府市坂本1-4-6 092-922-9001

太宰府市 9：00～18：00 西川整形外科医院 太宰府市通古賀3-3-18 092-928-1313

2019年度ゴールデンウィーク在宅当番医療機関一覧

※過去の例のない大型連休に伴う特別体制の為、受診される際は必ず事前に医療機関にお電話ください。

（診療可能な症状かどうか、昼休み・受付終了時間等）

※昼休みの時間、診療科等は、筑紫医師会ホームページ内の医療機関検索からも確認できます。

4月28日(日)

4月29日(月)

4月30日(火)



日 地区・診療科 診療時間 医療機関名 住所 電話番号

太宰府市 9：00～18：00 こが整形外科クリニック 太宰府市大佐野2-8-7 092-925-2929

大野城市 9：00～17：00 秦病院 大野城市筒井1-3-1 092-501-1111

大野城市 8：30～12：00 原病院 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631

大野城市 9：00～13：00 喜多村クリニック 大野城市錦町4-3-8 092-581-6640

大野城市 9：00～18：00 ゆう心と体のクリニック 大野城市白木原1-7-5 Jクリスタルビル3F 092-584-1501

大野城市 8：30～12：30 たなか夏樹医院 大野城市旭ケ丘2-1-20 092-596-4588

大野城市 9：00～12：30 しらち内科クリニック 大野城市上大利5-15-7 092-596-4878

大野城市 9：00～17：00 筑紫南ヶ丘病院 大野城市牛頸1034-5 092-595-0595

大野城市 8：30～17：00 ひかり皮ふ科クリニック 大野城市紫台1-5 092-558-1830

大野城市 9：00～16：00 おおりん病院 大野城市中央1-13-8 092-581-1445

筑紫野市 9：00～12：00 みぎた眼科 筑紫野市針摺中央2-15-13 092-555-5001

筑紫野市 9：00～17：00 西尾小児科医院 筑紫野市湯町2-4-1 092-922-2006

筑紫野市 9：00～17：00 ちくし那珂川病院 筑紫野市二日市中央3-6-12 092-922-2246

筑紫野市 9：00～12：30 黒木耳鼻咽喉科医院 筑紫野市二日市北1-1-10 092-922-8354

筑紫野市 9：00～17：30 二日市共立病院 筑紫野市二日市中央2-10-1 092-923-2211

筑紫野市 8：30～17：30 杉病院 筑紫野市二日市中央1-3-2 092-923-6666

筑紫野市 8：30～18：00 丸山循環器科内科医院 筑紫野市紫4-6-15 092-924-3610

筑紫野市 9：00～17：00 筑紫野病院 筑紫野市天山37 092-926-2292

筑紫野市 9：00～18：00 もり小児科医院 筑紫野市美しが丘南7-7-2 092-926-8155

筑紫野市 9：00～18：00 徳永外科医院 筑紫野市美しが丘南6-2-2 092-926-8330

筑紫野市 8：30～17：30 山本医院 筑紫野市美しが丘南6-2-1 092-926-8333

筑紫野市 9：00～13：00 上野脳神経外科クリニック 筑紫野市原田4-15-8 092-927-3555

筑紫野市 9：00～18：00 小西第一病院 筑紫野市石崎1-3-1 092-923-2238

筑紫野市 9：00～18：00 北城整形外科医院 筑紫野市筑紫611-8 092-926-3131

那珂川市 8：30～18：00 竹田胃腸科外科医院 那珂川市中原3-29 092-953-1122

内科１次 9:00～17:00 みなみクリニック 春日市桜ケ丘4-18 092-588-1077

内科２次 9:00～9:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

外科１次 9:00～17:00 あきよし外科胃腸科医院 太宰府市観世音寺3-12-1 092-922-3060

外科２次 9:00～9:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

産婦人科 9:00～17:00 あまがせ産婦人科 大野城市東大利1-14-6 092-572-5503

小児科 9:00～23:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

春日市 9：00～18：00 樋口病院 春日市紅葉ケ丘東1-86 092-572-0343

春日市 9：00～12：00 いわみ肛門クリニック 春日市春日4-10 092-572-2828

春日市 9：00～12：00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 8：30～17：30 林眼科 春日診療所 春日市星見ヶ丘2-43-2 092-589-7075

春日市 9：00～13：00 野北外科胃腸科医院 春日市上白水1-19 092-591-1231

春日市 9：00～12：30 たけの内科クリニック 春日市春日原北町3-63-1 092-593-0500

春日市 9：00～18：00 春日上原眼科医院 春日市昇町6-28 092-571-7600

春日市 9:00～12：00 ひらの耳鼻咽喉科クリニック 春日市惣利1-14 092-586-8677

太宰府市 9：00～17：00 まつのクリニック 太宰府市向佐野2-11-28 092-918-1521

太宰府市 9：00～18：00 吉田皮ふ科形成外科クリニック 太宰府市五条2-23-6 092-923-2700

太宰府市 9：00～18：00 岩﨑外科胃腸科医院 太宰府市向佐野4-12-15 092-925-1526

太宰府市 9：00～11：30 太宰府吉富眼科医院 太宰府市宰府2-9-13 アスパ奥苑 092-928-0030

大野城市 9：00～17：00 秦病院 大野城市筒井1-3-1 092-501-1111

大野城市 9：00～13：00 毛利外科医院 大野城市下大利1-17-1 092-571-3371

大野城市 9：00～12：00 ゆう心と体のクリニック 大野城市白木原1-7-5 Jクリスタルビル3F 092-584-1501

大野城市 9：00～12：30 しらち内科クリニック 大野城市上大利5-15-7 092-596-4878

大野城市 9：00～17：00 筑紫南ヶ丘病院 大野城市牛頸1034-5 092-595-0595

4月30日(火)

5月1日(水)



日 地区・診療科 診療時間 医療機関名 住所 電話番号

大野城市 8：30～17：00 ひかり皮ふ科クリニック 大野城市紫台1-5 092-558-1830

大野城市 9：00～16：00 おおりん病院 大野城市中央1-13-8 092-581-1445

筑紫野市 8：30～12：30 丸山循環器科内科医院 筑紫野市紫4-6-15 092-924-3610

筑紫野市 9：00～17：00 筑紫野病院 筑紫野市天山37 092-926-2292

筑紫野市 8：30～12：30 どい内科クリニック 筑紫野市光が丘4-5-3 092-926-7415

筑紫野市 9：00～13：00 みぞぐち小児科医院 筑紫野市筑紫駅前通1-148 092-926-8301

那珂川市 9：00～18：30 じんのうち耳鼻咽喉科 那珂川市松木1-146 092-951-3387

那珂川市 8：30～18：00 竹田胃腸科外科医院 那珂川市中原3-29 092-953-1122

那珂川市 9：00～17：30 諸岡整形外科クリニック 那珂川市片縄3-101 092-954-0555

内科１次 9:00～17:00 みぎた消化器内科 春日市惣利2-54 092-589-7500

内科２次 9:00～9:00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

外科１次 9:00～17:00 成田整形外科医院 筑紫野市紫4-6-21 092-922-1331

外科２次 9:00～9:00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

産婦人科 9:00～17:00 西尾産婦人科医院 筑紫野市紫4-1-10 092-928-1103

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～18：00 樋口病院 春日市紅葉ケ丘東1-86 092-572-0343

春日市 9：00～12：00 いわみ肛門クリニック 春日市春日4-10 092-572-2828

春日市 9：00～12：00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～18：00 中村整形外科医院 春日市須玖南2-138 092-575-5050

春日市 9：00～18：00 和田整形外科医院 春日市泉2-14 092-591-0511

春日市 9:00～12：00 ひらの耳鼻咽喉科クリニック 春日市惣利1-14 092-586-8677

太宰府市 9：30～12：30 吉田皮ふ科形成外科クリニック 太宰府市五条2-23-6 092-923-2700

太宰府市 9：00～18：00 鹿子生整形外科医院 太宰府市五条3-4-14 092-925-1222

太宰府市 9：00～18：00 岩﨑外科胃腸科医院 太宰府市向佐野4-12-15 092-925-1526

太宰府市 8：30～17：00 太宰府病院 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

太宰府市 9：00～17：00 丸山病院 太宰府市坂本1-4-6 092-922-9001

太宰府市 9：00～18：00 西川整形外科医院 太宰府市通古賀3-3-18 092-928-1313

太宰府市 9：00～18：00 こが整形外科クリニック 太宰府市大佐野2-8-7 092-925-2929

大野城市 8：30～12：00 原病院 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631

大野城市 9：00～13：00 喜多村クリニック 大野城市錦町4-3-8 092-581-6640

大野城市 9：00～17：00 ゆう心と体のクリニック 大野城市白木原1-7-5 Jクリスタルビル3F 092-584-1501

大野城市 8：30～13：00 たなか夏樹医院 大野城市旭ケ丘2-1-20 092-596-4588

大野城市 9：00～17：00 筑紫南ヶ丘病院 大野城市牛頸1034-5 092-595-0595

大野城市 9：00～16：30 乙金病院 大野城市乙金東4-12-1 092-503-7070

筑紫野市 9：00～18：00 整形外科まつしたクリニック 筑紫野市二日市西1-4-3 092-555-5760

筑紫野市 9：00～17：00 ちくし那珂川病院 筑紫野市二日市中央3-6-12 092-922-2246

筑紫野市 9：00～17：00 山田小児科医院 筑紫野市二日市北2-1-3 092-922-2665

筑紫野市 9：00～12：30 黒木耳鼻咽喉科医院 筑紫野市二日市北1-1-10 092-922-8354

筑紫野市 9：00～17：30 二日市共立病院 筑紫野市二日市中央2-10-1 092-923-2211

筑紫野市 8：30～17：30 杉病院 筑紫野市二日市中央1-3-2 092-923-6666

筑紫野市 8：30～18：00 丸山循環器科内科医院 筑紫野市紫4-6-15 092-924-3610

筑紫野市 9：00～13：00 さきむら医院 筑紫野市二日市中央5-12-3 092-925-9915

筑紫野市 9：00～17：00 筑紫野病院 筑紫野市天山37 092-926-2292

筑紫野市 8：30～18：00 どい内科クリニック 筑紫野市光が丘4-5-3 092-926-7415

筑紫野市 9：00～17：30 みぞぐち小児科医院 筑紫野市筑紫駅前通1-148 092-926-8301

筑紫野市 9：00～12：30 徳永外科医院 筑紫野市美しが丘南6-2-2 092-926-8330

筑紫野市 9：00～13：00 上野脳神経外科クリニック 筑紫野市原田4-15-8 092-927-3555

筑紫野市 9：00～18：00 小西第一病院 筑紫野市石崎1-3-1 092-923-2238

5月1日(水)

5月2日(木)



日 地区・診療科 診療時間 医療機関名 住所 電話番号

筑紫野市 9：00～18：00 北城整形外科医院 筑紫野市筑紫611-8 092-926-3131

那珂川市 9：00～18：00 太田外科クリニック 那珂川市片縄東1-13-18 092-952-2250

那珂川市 8：30～18：00 竹田胃腸科外科医院 那珂川市中原3-29 092-953-1122

那珂川市 9：00～17：30 諸岡整形外科クリニック 那珂川市片縄3-101 092-954-0555

那珂川市 8：30～18：00 たけすえ耳鼻科クリニック 那珂川市道善5-25 092-953-6687

内科１次 9:00～17:00 荒牧内科医院 春日市大土居1-6 092-501-1158

内科２次 9:00～9:00 原病院 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631

外科１次 9:00～17:00 島本脳神経外科医院 太宰府市水城2-26-1 092-555-9940

外科２次 9:00～9:00 諸岡整形外科病院 那珂川市片縄3-81 092-952-8888

産婦人科 9:00～17:00 牛島産婦人科医院 太宰府市五条2-23-8 092-921-2511

小児科 9:00～23:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

太宰府市 9：00～18：00 吉田皮ふ科形成外科クリニック 太宰府市五条2-23-6 092-923-2700

筑紫野市 9：00～17：00 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3-13-1 092-923-1551

内科１次 9:00～17:00 たけの内科クリニック 春日市春日原北町3-63-1 092-593-0500

内科２次 9:00～9:00 樋口病院 春日市紅葉ケ丘東1-86 092-572-0343

外科１次 9:00～17:00 西嶋整形外科医院 筑紫野市針摺中央2-16-27 092-923-5211

外科２次 9:00～9:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

産婦人科 9:00～17:00 永川産婦人科医院 筑紫野市紫1-25-5 092-922-3164

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

春日市 9：00～13：00 野北外科胃腸科医院 春日市上白水1-19 092-591-1231

筑紫野市 9：00～17：00 ひろたこどもクリニック 筑紫野市針摺東3-2-13 092-918-8667

筑紫野市 9：00～12：00 小西第一病院 筑紫野市石崎1-3-1 092-923-2238

内科１次 9:00～17:00 四宮医院 春日市春日原北町3-1 092-581-1314

内科２次 9:00～9:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

外科１次 9:00～17:00 平塚整形外科医院 春日市小倉7-8 092-581-7229

外科２次 9:00～9:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

産婦人科 9:00～17:00 早瀬川医院 筑紫野市二日市中央4-12-6 092-924-3531

小児科 9:00～23:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

太宰府市 9：00～18：00 くすの木クリニック 太宰府市通古賀3-11-11サンシティ第2ビル2F 092-921-8333

大野城市 9：00～13：00 松坂内科クリニック 大野城市錦町3-3-50 092-502-2100

大野城市 9：00～13：00 井上眼科医院 大野城市栄町2-5-15-101 092-575-0031

筑紫野市 9：00～13：00 ひろたこどもクリニック 筑紫野市針摺東3-2-13 092-918-8667

内科１次 9:00～17:00 倉岡内科クリニック 大野城市月の浦1-26-10 092-589-2555

内科２次 9:00～9:00 丸山病院　 太宰府市坂本1-4-6 092-922-9001

外科１次 9:00～17:00 白水乳腺クリニック 春日市春日3-67 092-588-1003

外科２次 9:00～9:00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

産婦人科 9:00～17:00 吉川レディースクリニック 筑紫野市二日市北2-2-1イオン二日市店3F 092-918-8522

小児科 9:00～23:00 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

春日市 9：00～12：00 福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5 092-573-6622

太宰府市 9：00～18：00 くすの木クリニック 太宰府市通古賀3-11-11サンシティ第2ビル2F 092-921-8333

大野城市 9：00～13：00 毛利外科医院 大野城市下大利1-17-1 092-571-3371

大野城市 9：00～16：00 おおりん病院 大野城市中央1-13-8 092-581-1445

筑紫野市 9：00～18：00 よこみぞ医院 筑紫野市立明寺506-5 092-921-5001

筑紫野市 8：30～18：00 丸山循環器科内科医院 筑紫野市紫4-6-15 092-924-3610

筑紫野市 9：00～16：30 福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011

5月6日(月)

5月2日(木)

5月3日(金)

5月4日(土)

5月5日(日)


