
萩市内の医療機関

番
号

医
・
歯

医療機関名（略称） 〒 住所 電話番号 診療時間 診療科 備考

1 医 明木診療所 754-0411 萩市明木2937-1 0838-55-5002
14：00～16：00
15：00～17：00

整形外科、リハビリテーショ
ン科、内科

診療は週3回、祝日は休診
月・木14：00～16：00（受付13：30～）
水15：00～17：00（受付14：00～）

2 医 市原内科皮膚科 758-0036 萩市塩屋町21 0838-22-0184
08：45～12：00
14：00～18：00
15：00～18：00

内科、皮膚科

月～土08：45～12：00（受付08：15～）
木を除く14：00～18：00（受付13：30～）
木15：00～18：00（受付14：30～）
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

3 医
医療法人医誠会
　　　　都志見病院

758-0041 萩市江向413-1 0838-22-2811 08：30～12：00

外科、内科、脳神経外科、整形
外科、泌尿器科、眼科、耳鼻い
んこう科、産婦人科、循環器内
科、神経内科他

受付07：30～11：30
初診・検査の方は受付が11：00まで
土曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月15日が休診

4 医
いわたにこどもクリ
ニック

758-0011
萩市大字椿東字開
作2972-1

0838-24-2100
09：00～12：00
14：00～15：30
15：30～18：00

小児科、アレルギー科

アレルギー科は水曜日14：00～15：30
予防接種：月・火・木・金14：00～14：30
乳児健診：月・火・木・金14：30～15：30
初診・再診とも要予約
日曜日、祝日は休診

5 医
宇津分室
（見島診療所）

758-0701 萩市見島1819-3 0838-23-2023 08：30～12：00 内科、小児科
診療は火曜日、金曜日のみ（祝日休診）
受付08：30～11：00

6 医 大島診療所 758-0003 萩市大島290 0838-28-0780
08：30～12：00
13：30～17：15

内科、小児科
受付08：30～11：30／13：30～16：30
木曜日の午後は訪問診療
水曜日、土曜日、日曜日、祝日は休診

7 医 大藤医院 758-0061 萩市椿3537-6 0838-21-0002
08：30～12：30
14：00～18：00

整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科、麻酔科

受付08：30～12：00／14：00～17：30
金曜日の午後は手術（通常診療なし）
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

8 医 兼田医院 758-0027 萩市吉田町1 0838-22-1113
08：30～12：00
13：30～18：00

内科、外科、肛門科、胃腸
科、リハビリテーション科

受付08：30～11：30／13：30～17：30
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

9 医 河井クリニック 758-0025 萩市土原445 0838-24-3113
09：00～13：00
15：00～18：00

心療内科、内科、精神科、
神経内科

受付08：30～12：30／14：30～17：30
月曜日、水曜日、金曜日、土曜日午前に
診療（祝日は休診）

10 医 川上診療所 758-0141 萩市川上4502-2 0838-54-2014
08：30～12：00
13：00～17：15

内科、小児科
受付08：30～11：30／13：00～16：30
月曜日、水曜日、木曜日、金曜日と第4土
曜日の午前中に診療（祝日は休診）
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11 医
かわかみ整形リハビ
リテーションクリニック

758-0011 萩市椿東2863-7 0838-21-7538
08：30～12：30
14：00～18：00

整形外科、リウマチ科、リハ
ビリテーション科

受付08：30～11：30／14：00～17：30
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診
お盆は8月14～16日が休診

12 医 河野医院 759-3611 萩市大井1723-1 0838-28-0321
08：30～12：30
14：00～18：00

内科、呼吸器内科、循環器
内科、放射線科、整形外
科、リハビリテーション科

放射線科と整形外科は土曜日午前中の
み診療
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日が休診

13 医 さがら眼科クリニック 758-0021 萩市今古萩町43-1 0838-21-7333
09：00～12：30
14：30～17：30

眼科

受付08：30～12：00／14：15～17：00
再診は要予約
火曜午後は手術
木曜日午後と土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

14 医 佐々並診療所 753-0101 萩市佐々並2493-4 0838-56-0002 10：00～12：00
整形外科、リハビリテーショ
ン科、内科

受付08：30～12：00
月曜日、水曜日、木曜日に診療（祝日は
休診）

15 医 すさクリニック 759-3411 萩市須佐1384-1 08387-6-3376
09：00～12：00
14：00～17：00

内科、外科、脳神経外科 火曜日、木曜日に診療（祝日は休診）

16 医 須佐診療センター 759-3411 萩市須佐4570-5 08387-6-2540
08：30～12：00
13：00～17：15

内科、小児科
受付08：30～11：30／13：00～16：30
水曜日、土曜日、日曜日、祝日は休診

17 医 鈴木外科 758-0011 萩市椿東2637-1 0838-25-4510
09：00～12：00
14：00～17：30

一般外科、整形外科、リハ
ビリテーション科

受付08：50～12：00／13：50～17：30
水曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診
お盆は8月14～15日が休診

18 医 全眞会病院 758-0063 萩市山田西沖田4807-3 0838-22-4106
08：30～12：00
13：00～17：30

内科、消化器内科、循環器
内科、呼吸器内科、リハビリ
テーション科、放射線科

受付08：00～11：30／12：30～17：00
土曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月15日が休診

19 医 田中耳鼻科 758-0047 萩市東田町42 0838-22-0931
09：00～12：00
14：00～17：30

耳鼻いんこう科

受付08：30～11：30／13：00～17：15
木曜日、土曜日午後、日曜日、祝日は休
診
お盆は8月15～16日が休診

20 医 田万川診療所 759-3112 萩市下田万1036 08387-3-2255
08：30～12：00
13：00～17：15

内科、外科 火曜日、木曜日に診療（祝日は休診）
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21 医 玉木病院 758-0071 萩市瓦町1 0838-22-0030
08：30～12：00
12：00～17：00

外科、内科、整形外科、脳神経外
科、循環器内科、消化器内科、泌
尿器科、皮膚科、放射線科、心療
内科、肛門外科、リハビリテーショ
ン科

木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

22 医 田町診療所 758-0047 萩市東田町22-8 0838-24-1234
08：30～12：30
14：30～18：00

整形外科、リハビリテーショ
ン科、リウマチ科

受付08：30～12：00／14：30～17：30
水曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

23 医 中嶋クリニック 758-0021 萩市今古萩町15-5 0838-22-2206
08：30～12：30
14：30～18：00

内科、循環器内科、呼吸器
内科、消化器内科、小児
科、リハビリテーション科

受付08：30～12：20／14：30～17：50
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診
お盆は8月13～16日が休診

24 医 中坪内科 758-0052 萩市今魚店町38 0838-22-5430
08：30～12：00
14：00～18：00

内科
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～15日が休診

25 医
なかむらレディースク
リニック

758-0034 萩市熊谷町108 0838-22-1557
09：00～12：00
15：00～18：00

産科、婦人科

受付09：00～11：30／15：00～17：30
初診・再診とも要予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

26 医 永見眼科 758-0025 萩市土原351 0838-88-0720
08：45～12：30
14：00～17：30
16：00～17：30

眼科

月・木・金・土曜日午後の受付14：00～
17：30
火・水曜日午後の受付16：00～17：30
日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～16日休診

27 医 萩市民病院 758-0061 萩市椿3460-3 0838-25-1235
08：45～12：00
13：30～17：00

内科、神経内科、呼吸器内
科、消化器内科、循環器内
科、小児科、外科、整形外
科、放射線科

受付08：30～11：30／13：00～16：30
初診・再診とも要予約
内科・循環器内科・小児科の午後の診療
は専門外来
土曜日、日曜日、祝日は休診

28 医 萩慈生病院 758-0063 萩市山田4147-1 0838-25-6622
08：30～12：00
13：30～17：00

内科、神経内科、リハビリ
テーション科

受付08：30～12：00／13：30～17：00
土曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月15日休診

29 医 萩病院 758-0057 萩市堀内278 0838-25-1498
09：00～17：00
09：00～12：00

精神科、神経内科、心療内
科、内科

初診・再診とも要予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
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30 医 萩むらた病院 758-0021 萩市今古萩町30-1 0838-25-9170
08：30～13：00
14：00～17：30

整形外科、外科、内科、循
環器内科、消化器外科、肛
門外科、泌尿器科、リハビリ
テーション科

木曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～15日休診

31 医 波多野医院 758-0057 萩市堀内2区247-5 0838-25-2788
08：30～12：10
14：00～18：00

内科、皮膚科
受付08：30～12：00／14：00～17：50
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

32 医 花宮医院 758-0074 萩市平安古町305-3 0838-25-8738
08：30～12：30
13：30～18：00
13：30～15：00

消化器内科、皮膚科、外
科、循環器内科、小児科、
アレルギー科

土曜日午後は受付13：30～14：00
日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～16日の間で3日間休診

33 医 平岡整形外科医院 758-0011 萩市椿東3193-2 0838-25-7100
08：30～12：30
14：00～18：00

整形外科
受付08：30～12：00／14：00～18：00
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

34 医 福川診療所 758-0212 萩市福井下3994-1 0838-52-0027
08：30～12：00
13：00～17：15

内科、外科、小児科
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日に診療
（祝日は休診）

35 医 藤原医院 758-0025 萩市土原561-4 0838-22-0781
08：30～12：00
13：30～18：00

内科、小児科
水曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

36 医 堀耳鼻咽喉科医院 758-0041 萩市江向417-5 0838-22-4133
08：30～13：00
15：00～18：00

耳鼻咽喉科、アレルギー科

受付08：00～12：30／14：30～17：30
火曜日午後は予約患者の手術・検査
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

37 医
みやうち内科消化器
科クリニック

758-0061 萩市椿2788-1 0838-25-2500
08：45～12：00
15：30～18：00

内科、消化器内科
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

38 医 むつみ診療所 758-0304 萩市吉部上3174-2 08388-6-0149
08：30～12：00
13：00～17：15

内科 土曜日、日曜日、祝日は休診

39 医 めづき医院 758-0025 萩市土原370-1 0838-22-2248
8：30～12：15
14：00～18：00

外科、整形外科、皮膚科、
泌尿器科、消化器内科、麻
酔科

受付08：30～12：15／14：00～18：00
随時往診可能
麻酔科はペインクリニック（痛みの外来）
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～15日休診
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40 医 森眼科 758-0025 萩市土原271-5 0838-26-8880
09：00～12：00
14：30～17：30

眼科

受付08：30～12：00／14：00～17：30
火曜日は11：30～16：30手術（外来なし）
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診

41 医 弥富診療センター 759-3302 萩市弥富下3995 08387-8-2311
08：30～12：00
14：00～18：30

内科、神経内科、小児科
受付08：30～11：45／14：00～18：15
水曜日午後は訪問診療
土曜日、日曜日、祝日は休診

42 医 柳井医院 758-0062 萩市橋本町63 0838-22-0748
09：00～13：00
15：00～18：00

内科、消化器内科 土曜日午後、日曜日、祝日は休診

43 医 山本内科胃腸科 758-0011 萩市椿東4162 0838-26-0077
08：30～13：00
15：00～18：00

内科胃腸科、消化器内科

受付08：00～12：00／15：00～18：00
14:00～15:00訪問診療
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～15日休診

44 医
わかまつ皮ふ科クリ
ニック

758-0025 萩市土原545-2 0838-21-7798
08：30～12：30
14：00～18：00

皮膚科

木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
は休診
4月29日、5月3～5日、8月13～15日は休
診

45 医 わたぬきクリニック 758-0024 萩市東浜崎町53 0838-25-2020
08：30～12：30
15：00～18：00

内科、小児科
木曜日は終日、訪問診療（外来なし）
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

1
医
・
歯
見島診療所 758-0701 萩市見島35-2 0838-23-3324

08：30～12：00
13：00～17：15

内科、小児科、歯科

医科受付08：30～11：00／13：00～15：30
歯科受付08：30～12：00／13：00～17：15
火・金曜日午前中は、歯科を除き、宇津
分室で診療
土曜日、日曜日、祝日は休診

2
医
・
歯

休日急患診療セン
ター

758-0061 萩市大字椿3460-3 0838-26-1397

内科：
9：00～16：00
17：00～8：00
歯科：
9：00～12：00
13：00～15：00

内科、歯科

内科受付08：45～11：30／13：00～15：30
／16：45～翌07：30
歯科受付08：45～11：30／13：00～14：30
日曜日と祝日に診療
年末年始（12月30日～1月3日）は診療
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1 歯 あおぞら歯科医院 758-0042 萩市御許町123 0838-26-4182
09：00～13：00
14：30～18：00

歯科、小児歯科、矯正歯科
矯正歯科は、第1,3土曜日に診療
休診は日曜日・祝日

2 歯 あくた歯科医院 758-0025 萩市土原173-3　松浦ビル 0838-26-1180
09：30～13：00
14：00～19：00

歯科、小児歯科
受付09：30～12：00、14：00～18：00
第２・４土曜日、日曜日、祝日は休診

3 歯 ありた歯科 758-0061 萩市椿2745-3 0838-22-4321
09：00～12：30
14：00～18：30

歯科、小児歯科 水曜日午後、日曜日、祝日は休診

4 歯 石川歯科医院 758-0027 萩市吉田町16 0838-22-1246
08：30～12：00
13：30～18：00

歯科、矯正歯科、小児歯科

矯正歯科は予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
年末年始は12月29日午後～1月3日、お
盆は8月14～16日休診

5 歯
伊東歯科医院田万川
診療所

759-3112 萩市下田万1036 08387-2-0062
09：00～13：00
15：00～18：30
09：00～12：00

歯科

午前の受付は12：30まで
土曜日の診療は09：00～12：00
木曜日と土曜日午後、日曜日、祝日は休
診

6 歯 井上歯科医院 758-0047 萩市東田町27 0838-25-1687
09：00～13：00
14：00～18：00

歯科
初診・再診とも要予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

7 歯 いまだ歯科医院 758-0021 萩市今古萩町58 0838-26-2771
09：00～13：00
15：00～19：00

歯科、小児歯科、矯正歯
科、歯科口腔外科

木曜日の歯科・小児歯科・矯正歯科の受
付は09：00～12：00
歯科口腔外科は木13：00～15：00のみ
日曜日、祝日は休診

8 歯
医療法人まつうら歯
科医院

758-0056 萩市大字古魚店町27-1 0838-26-1182
08：45～12：15
13：45～18：00

歯科、矯正歯科、小児歯科

受付08：30～11：45／13：40～17：30
土曜日午後の受付13：10～16：45
初診・再診とも要予約
木曜日、日曜日、祝日は休診

9 歯 大谷歯科医院 758-0043 萩市下五間町36 0838-22-0527
08：30～12：00
13：00～17：30

歯科

受付08：30～11：50／13：00～17：20
初診・再診とも要予約（08：00から電話受
付）
土曜日午後、日曜日、祝日は休診

10 歯 おか歯科 758-0025 萩市大字土原288-18 0838-22-8241
09：00～12：30
14：00～18：30

歯科
受付08：30～18：30
初診・再診とも要予約
日曜日、祝日は休診
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11 歯 沢村歯科医院 758-0041 萩市江向３区406 0838-22-1223
08：30～12：00
13：00～17：00

歯科
受付08：20～11：30／13：00～16：50
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～16日休診

12 歯 すえます歯科 758-0011 萩市椿東玉太郎1068-3 0838-26-4525
09：00～13：00
15：00～19：00

歯科

受付08：45～12：45／14：45～18：45
初診・再診とも要予約
木曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～16日の間、3日程度休診

13 歯 高雄歯科クリニック 758-0042
萩市御許町42-1
アトラス萩店1階

0838-22-1548
09：00～12：30
14：30～18：30

歯科

受付09：00～12：00／14：30～18：00
初診・再診とも要予約
日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～16日休診

14 歯 高山歯科クリニック 758-0011 萩市椿東3124-1 0838-21-7250
09：00～13：00
14：30～19：30

歯科、矯正歯科、小児歯
科、歯科口腔外科

受付08：30～12：30／14：00～19：00
初診・再診とも要予約
火曜日、日曜日午後、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

15 歯 登城歯科医院 758-0011 萩市椿東平方2934-10 0838-26-2525
09：00～12：00
14：00～19：00

歯科、矯正歯科、小児歯科

受付09：00～11：30／14：00～18：30
初診・再診とも要予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～15日休診

16 歯 ないとう歯科医院 758-0074 萩市大字平安古町212-2 0838-25-4145
09：00～12：30
14：00～18：30
14：00～17：30

歯科、小児歯科、矯正歯科

受付08：30～12：30／14：00～18：30
土曜日午後は14：00～17：30
初診・再診とも要予約
木曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

17 歯 仁保歯科医院 759-3411 萩市須佐4579-1 08387-6-3007
09：00～12：00
14：30～18：30

歯科、歯科口腔外科、小児
歯科、矯正歯科

受付09：00～11：30／14：30～18：00
土曜日午後は14：00～17：30
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～16日休診

18 歯 土原歯科医院 758-0025 萩市土原川島沖田488-3 0838-25-0380
09：00～12：30
14：00～18：30
14：00～17：00

歯科、小児歯科

受付09：00～12：00／14：00～18：00
土曜日午後は14：00～16：30
再診は要予約
日曜日、祝日は休診

19 歯 細田歯科医院 758-0303 萩市高佐下32-10 08388-8-0677
09：30～12：30
14：00～18：00

歯科

受付09：00～12：30／14：00～18：00
木曜日午後は訪問診療
火曜日、土曜日午後、日曜日、祝日は休
診7
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20 歯 まつお歯科医院 758-0011 萩市椿東3137-20-3 0838-26-1222
09：00～12：30
14：00～17：00
17：00～19：00

歯科
木曜日は都合により休診の場合あり
日曜日、祝日は休診

21 歯 松隈歯科医院 758-0025 萩市大字土原345-9 0838-24-2088
09：00～13：00
14：30～18：30

歯科
初診・再診とも要予約
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

22 歯 南崎歯科 758-0061 萩市椿2976-4 0838-22-3718
09：00～12：30
14：00～18：30

歯科

受付08：50～12：00／13：50～18：00
土曜日午後は14：00～17：30
初診・再診とも要予約
木曜日、日曜日、祝日は休診
お盆は8月14～16日休診

23 歯 村上歯科医院 758-0044 萩市唐樋町86-1 0838-25-2828
08：30～12：00
13：30～18：00

歯科、小児歯科
受付08：30～11：30／13：30～17：30
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

24 歯 村田歯科医院 758-0022 萩市浜崎町24 0838-22-1729
08：30～12：00
13：00～18：00

歯科 土曜日午後、日曜日、祝日は休診

25 歯 もんでん歯科医院 758-0021 萩市今古萩町15 0838-22-0016
09：00～12：00
13：00～18：00

歯科
受付08：30～11：30／13：00～17：30
土曜日午後、日曜日、祝日は休診
お盆は8月13～15日休診

出典：山口県医療機能公表システム

※各医療機関の最新情報は上記URLを参照のこと。

www.qq.pref.yamaguchi.lg.jp/qq35/WP000/RP000001BL.do
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