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    101-1004-9 松江赤十字病院 〒690-8506 0852-24-2111日本赤十字社　社長　大居　慎治 昭32.10.10一般       552病院
     (01-3043-1) 松江市母衣町２００番地 常　勤:  128近衞　忠煇 新規 一般 現存
     (医     125) 平29.10.10    感染     2
     (歯       3) 精神        45
     非常勤:   87 内   呼内 小  
     (医      87) 外   整外 形外
     呼外 他   脳外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   病理
     放   リハ 麻  
     歯外 
     精神神経科、糖
     尿病・内分泌内
     科、血液内科、
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1146-8 信太内科医院 〒690-0887 0852-21-2046信太　秀夫 信太　秀夫 昭56.12. 8内   消   循  診療所
     松江市殿町３３２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1153-4 福田内科クリニック 〒690-0015 0852-27-1200福田　正彦 福田　正彦 昭57.12.15内   脳内 呼内診療所
     松江市上乃木９－４－２５ 常　勤:    2 新規 アレ 心内 現存
     (医       2) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1157-5 梶谷医院 〒690-0888 0852-23-7798梶谷　直弘 梶谷　直弘 昭58. 2.22婦   皮   外  診療所
     松江市北堀町１９７－６ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1164-1 医療法人青葉会松江青〒690-0015 0852-21-3565医療法人　青葉会　理妹尾　晴夫 昭59. 4. 1精神       300病院
     葉病院 松江市上乃木５丁目１－８ 常　勤:    8事長　菅野　紘 新規 内   精   神  現存
     (医       8) 平29. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1168-2 野津医院 〒690-1101 0852-34-0503野津　立秋 野津　立秋 昭60. 8.29内   小   診療所
     松江市本庄町５６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1170-8 野津医院手角出張所 〒690-1113 0852-34-0503野津　立秋 野津　立秋 昭60. 8.29内   小   診療所
     松江市手角町４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    801-1172-4 湖南診療所 〒690-0015 0852-27-6661老人保健生活協同組合杉原　登司夫 昭61. 3. 1内   外   診療所
     松江市上乃木１０丁目５－１ 常　勤:    1　理事長　外谷　久人 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1176-5 小竹原医院 〒690-0882 0852-25-3223小竹原　良雄 小竹原　良雄 昭61. 7.15内   小   皮  診療所
     松江市大輪町３９６ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-1177-3 総合病院松江生協病院〒690-0017 0852-23-1111松江保健生活協同組合高濱　顕弘 昭61.12.21一般       136病院
     松江市西津田８丁目８番８号 常　勤:   26　理事長　大田　誠 新規 一般       118現存
     (医      26) 平28.12.21一般        57
     非常勤:   30 療養        40
     (医      30) 内   他   呼  
     消   循   小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   こう
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     精   
     血管外科、乳腺
     外科、脳神経内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-1189-8 中西医院 〒690-0033 0852-22-8611中西　昭文 中西　昭文 昭63.10.17内   胃   小  診療所
     松江市大庭町神田１３８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-1191-4 医療法人仁風会八雲病〒690-0033 0852-23-3456医療法人　仁風会　理角南　眞 昭64. 1. 1精神       161病院
     院 松江市大庭町１４６０－３ 常　勤:    5事長　角南　眞 新規 精   心内 神内現存
     (医       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1195-5 森本産婦人科医院 〒690-0056 0852-25-2250医療法人　正誼堂　理森本　紀彦 平元. 7. 1一般        13診療所
     松江市雑賀町８２ 常　勤:    1事長　森本　紀彦 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-1200-3 医療法人若槻内科医院〒690-0031 0852-27-3111医療法人　若槻内科医若槻　豐 平元. 9. 1内   呼   消  診療所
     松江市山代町４８０－５ 常　勤:    1院　理事長　若槻　豐 新規 循   小   皮  現存
     (医       1) 平28. 9. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-1201-1 医療法人片山医院　片〒690-0015 0852-26-5511医療法人　片山医院　片山　耕作 平元. 9. 1内   胃   診療所
     山内科胃腸科医院 松江市上乃木４丁目２０－２６ 常　勤:    2理事長　片山　耕作 新規 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
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   1601-1208-6 医療法人　山本眼科医〒690-0882 0852-25-5656医療法人　山本眼科医東　順子 平元.10. 1一般         8診療所
     院 松江市大輪町４２０－１４ 常　勤:    2院　理事長　東　順子 新規 眼   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-1210-2 医療法人嘉本整形外科〒690-0017 0852-26-7330医療法人　嘉本整形外嘉本　慎也 平 2. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     松江市西津田２丁目２番２号 常　勤:    2科　理事長　嘉本　崇 新規 現存
     (医       2)也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-1212-8 医療法人福間内科医院〒690-0056 0852-21-3727医療法人　福間内科医福間　安彦 平 2. 1. 1内   消   循  診療所
     松江市雑賀町４５番地 常　勤:    1院　理事長　福間　安 新規 胃   現存
     (医       1)彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-1216-9 医療法人社団創健会　〒690-0015 0852-27-8111医療法人社団創健会　舟塚　雅英 平 2. 5. 1一般        60病院
     (01-3139-7) 松江記念病院 松江市上乃木３丁目４番１号 常　勤:    9理事長　内藤　篤 新規 療養        55療養病床
     (医       7) 平29. 5. 1療養 現存
     (歯       2)     介護    56
     非常勤:  134 内   神内 小  
     (医     134) 外   整外 皮  
     婦   リハ 放  
     麻   歯外 他  
     呼内 
     消化器内科、循
     環器内科、肛門
     外科、消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-1217-7 医療法人社団入江内科〒690-0823 0852-27-4188医療法人社団入江内科入江　豊 平 2. 5. 1内   循   小  診療所
     医院 松江市西川津町７６６－５ 常　勤:    1医院　理事長　入江　 新規 現存
     (医       1)豊 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-1220-1 医療法人社団乃木クリ〒690-0044 0852-26-5122医療法人社団乃木クリ天野　宏明 平 2. 7. 1内   呼   胃  診療所
     ニック 松江市浜乃木２丁目７番１７号 常　勤:    1ニック　理事長　天野 新規 消   放   現存
     (医       1)　宏明 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-1222-7 医療法人古沢整形外科〒690-0015 0852-21-6633医療法人古沢整形外科古澤　正治 平 2.11. 1整外 リハ 診療所
     医院 松江市上乃木７丁目６－１ 常　勤:    1医院　理事長　古澤　 新規 現存
     (医       1)正治 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2301-1230-0 医療法人敬愛会森脇医〒690-0878 0852-27-2211医療法人敬愛会　理事森脇　健史 平 3. 9. 1一般         3診療所
     院 松江市砂子町２０２－３ 常　勤:    2長　森脇　健史 新規 内   小   他  現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-1231-8 医療法人大畑整形外科〒690-0823 0852-22-7100医療法人大畑整形外科大畑　範英 平 3.10. 1一般    診療所
     松江市西川津町７７４－６ 常　勤:    1　理事長　大畑　範英 新規 整外 リハ リウ療養病床
     (医       1) 平24.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-1236-7 医療法人泉仁会なかじ〒690-0825 0852-27-3387医療法人　泉仁会　理中島　徹 平 4. 7. 1耳い 診療所
     ま耳鼻科 松江市学園２丁目１１番２号 常　勤:    1事長　中島　徹 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-1238-3 医療法人茗山会　清水〒690-0015 0852-22-1616医療法人茗山会　清水清水　正紀 平 4.10. 1一般         8診療所
     眼科 松江市上乃木４－１－３ 常　勤:    1眼科　理事長　清水　 新規 眼   現存
     (医       1)正紀 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-1245-8 医療法人佼真会　岡本〒690-0887 0852-27-2200医療法人　佼真会　理長野　真久 平 5. 7. 1整外 外   リウ診療所
     整形外科医院 松江市殿町３８３山陰中央ビル　常　勤:    1事長　長野　真久 新規 現存
     ５階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-1246-6 浅野小児科医院 〒690-0846 0852-21-2776医療法人ひよこクリニ浅野　博雄 平 5. 9. 1小   診療所
     松江市末次町７４ 常　勤:    1ック　理事長　浅野　 新規 現存
     (医       1)博雄 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-1247-4 佐藤クリニック 〒690-0875 0852-24-3101医療法人　佐藤クリニ佐藤　慶一 平 5. 8. 1外   整外 リハ診療所
     松江市外中原町１２１－２ 常　勤:    2ック　理事長　佐藤　 新規 現存
     (医       2)慶一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-1252-4 心療内科漢方内科全人〒690-0825 0852-31-1301医療法人社団全人統合佐々木　尊光 平 5.11. 1内   心内 リハ診療所
     統合医療日本ホリステ松江市学園１－７－３０ 常　勤:    2医療日本悠愛　インタ 新規 精   アレ 他  現存
     ィッククリニックイン (医       2)ーナショナル　理事長 平29.11. 1漢方内科
     ターナショナルディビ 　鍵山　惣一
     ジョン
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-1253-2 医療法人　清水医院　〒690-0012 0852-26-2711医療法人清水医院内科井上　優美 平 5.11. 1内   循   診療所
     内科循環器科 松江市古志原５丁目１４－７７ 常　勤:    2循環器科　理事長　井 新規 現存
     (医       2)上　優美 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-1255-7 山尾内科医院 〒690-0005 0852-21-3711医療法人山尾内科医院山尾　明夫 平 6. 4. 1内   診療所
     松江市和多見町１５３の４ 常　勤:    1　理事長　山尾　明夫 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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   3301-1258-1 医療法人湯原内科医院〒690-0848 0852-25-3508医療法人湯原内科医院湯原　紀二 平 6.11. 1内   消   循  診療所
     松江市苧町９番地１ 常　勤:    1　理事長　湯原　紀二 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-1259-9 春木内科クリニック 〒690-0012 0852-27-2300医療法人　幸永会　理春木　伸二 平 6.12. 1内   呼   循  診療所
     松江市古志原２丁目１－３７ 常　勤:    1事長　春木　伸二 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-1260-7 石田内科小児科医院 〒690-0877 0852-21-9111医療法人　石田内科小石田　郁雄 平 6.12. 1内   小   診療所
     松江市春日町５８３－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　石 新規 現存
     (医       1)田　郁雄 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-1261-5 きたに内科クリニック〒690-0021 0852-31-6011貴谷　光 貴谷　光 平 7. 2. 1内   呼   消  診療所
     松江市矢田町４７８－５ 常　勤:    1 新規 循   小   リウ現存
     (医       1) 平28. 2. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-1263-1 東部島根医療福祉セン〒690-0864 0852-36-8011社会福祉法人　島根整伊達　伸也 平 7. 4. 1一般        60病院
     (01-3130-6) ター 松江市東生馬町１５の１ 常　勤:    6肢学園　理事長　木原 新規 療養        40療養病床
     (医       6)　清 平28. 4. 1小   整外 リハ現存
     非常勤:   54 歯   耳い 皮  
     (医      52) 内   他   
     (歯       2) 他は脳神経小児
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-1265-6 しみず小児科循環器科〒690-0015 0852-31-8380医療法人　スリーエス清水　秀二 平 7. 5. 1循   小   診療所
     医院 松江市上乃木９丁目２０－２８ 常　勤:    1　理事長　清水　秀二 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-1267-2 森脇クリニック 〒690-0826 0852-26-7676医療法人　森脇クリニ森脇　洋司 平 7. 8. 1内   呼   消  診療所
     松江市学園南二丁目１２番５号 常　勤:    1ック　理事長　森脇　 新規 循   小   現存
     (医       1)洋司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-1269-8 さかい耳鼻咽喉科医院〒690-0012 0852-23-4133境　俊也 境　俊也 平 7.10. 4耳い 診療所
     松江市古志原５丁目１７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-1271-4 市岡眼科クリニック 〒690-0012 0852-28-2211医療法人　市岡眼科　市岡　博 平 8. 1. 6一般        10診療所
     松江市古志原５丁目１７番１８号常　勤:    2理事長　市岡　博 新規 眼   現存
     (医       2) 平29. 1. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4201-1272-2 前之園泌尿器科内科医〒690-0045 0852-24-6255前之園　省三 前之園　省三 平 8. 2. 1内   ひ   診療所
     院 松江市乃白町薬師前１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-1274-8 総合健診センター 〒690-0012 0852-32-5211公益財団法人　島根県足立　経一 平 8. 4. 1内   診療所
     松江市古志原１丁目４番６号 常　勤:    2環境保健公社　理事長 新規 現存
     (医       2)　小村　明弘 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-1277-1 淞北台メディカルスク〒690-0871 0852-28-8008藤井　正満 藤井　正満 平 8. 4.23眼   診療所
     ェアふじい眼科 松江市東奥谷町１４４－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-1278-9 淞北台メディカルスク〒690-0871 0852-28-2500米田　治彦 米田　治彦 平 8. 4.23内   循   小  診療所
     ェアよねだ内科 松江市東奥谷町１４４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-1279-7 釜瀬クリニック 〒690-0052 0852-22-1266医療法人釜瀬クリニッ釜瀬　春隆 平 8. 8. 1精   内   診療所
     松江市竪町８１番地 常　勤:    1ク　理事長　釜瀬　春 新規 Ｈ２８／４／１現存
     (医       1)隆 平29. 8. 1より変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-1280-5 だて整形外科クリニッ〒690-0876 0852-21-1515医療法人ディーオーシ伊達　和友 平 8. 9. 1リウ 整外 リハ診療所
     ク 松江市黒田町４８６番地５ 常　勤:    1ー　理事長　伊達　和 新規 現存
     (医       1)友 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-1282-1 マザリー産科婦人科医〒690-0017 0852-25-8588医療法人マザリー　理澁川　敏彦 平 9. 1. 9一般        14診療所
     院 松江市西津田２丁目１２番３３号常　勤:    1事長　澁川　敏彦 新規 産婦 現存
     (医       1) 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-1283-9 内田クリニック 〒690-0044 0852-55-2880内田　昭弘 内田　昭弘 平 9. 4.21婦   内   他  診療所
     松江市浜乃木２丁目６番１３号 常　勤:    2 新規 産   現存
     (医       2) 平30. 4.21消化器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-1284-7 医療法人社団　中村ク〒690-0876 0852-27-2666医療法人社団　中村ク中村　崇郎 平 9. 5. 1婦   内   皮  診療所
     リニック 松江市黒田町４４６－３ 常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 神内 現存
     (医       1)村　崇郎 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5101-1286-2 石本医院 〒690-0015 0852-26-8811石本　文則 石本　文則 平 9. 6.23皮   診療所
     松江市上乃木９丁目１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-1287-0 津森医院 〒690-1101 0852-34-0125医療法人　仁心会　理津森　嘉樹 平 9. 8. 1内   外   他  診療所
     松江市本庄町５６７番地１ 常　勤:    2事長　津森　洋 組織変更 血液内科 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-1289-6 泉胃腸科医院 〒690-0876 0852-27-4976医療法人社団　泉胃腸泉　明夫 平 9. 8. 1胃   こう 内  診療所
     松江市黒田町９４番地９ 常　勤:    1科医院　理事長　泉　 組織変更 外   現存
     (医       1)明夫 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-1291-2 とくしま小児科 〒690-0044 0852-25-1050医療法人社団とくしま徳島　明美 平 9. 9. 1小   診療所
     松江市浜乃木六丁目１７番２８号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 休止
     (医       1)徳島　明美 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-1293-8 山本内科医院 〒690-0851 0852-28-5100医療法人　弥生会　理山本　悦正 平10. 4. 1内   循   消  診療所
     松江市堂形町７５４番地 常　勤:    1事長　山本　悦正 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-1297-9 医療法人堀江クリニッ〒690-0876 0852-28-1133医療法人　堀江クリニ堀江　貴 平11. 1. 1耳い 診療所
     ク　堀江耳鼻咽喉科医松江市黒田町４２２－５ 常　勤:    1ック　理事長　堀江　 組織変更 現存
     院 (医       1)貴 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-1298-7 あだち眼科クリニック〒690-0874 0852-24-6333安達　和彦 安達　和彦 平11. 1. 4眼   診療所
     松江市中原町１９番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-1304-3 柴田脳神経外科 〒690-0888 0852-25-8866医療法人　けんクリニ柴田　憲司 平11. 6. 1神内 脳外 放  診療所
     松江市北堀町１３ 常　勤:    1ック　理事長　柴田　 新規 現存
     (医       1)憲司 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-1307-6 松江東健康クリニック〒690-0835 0852-25-0077医療法人　若草　理事石原　俊太郎 平11.11. 1内   神内 胃  診療所
     松江市西尾町１３番地１ 常　勤:    1長　石原　俊太郎 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6001-1309-2 ふれあい診療所 〒690-0017 0852-23-1111松江保健生活協同組合大西　浩二 平12. 3.21内   放   消  診療所
     松江市西津田７丁目１４－２１ 常　勤:    7　理事長　大田　誠 新規 循   呼   外  現存
     (医       7) 平30. 3.21こう 整外 産婦
     非常勤:   65 他   小   眼  
     (医      65) 耳い 脳外 皮  
     ひ   リハ 精  
     血管外科、脳神
     経内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-1310-0 わかくさクリニック 〒690-0834 0852-39-9077医療法人　若草　理事石原　俊太郎 平12. 4. 1内   神内 リハ診療所
     松江市朝酌町２８番地１ 常　勤:    1長　石原　俊太郎 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-1311-8 医療法人　堀内科胃腸〒690-0002 0852-22-1818医療法人　堀内科胃腸堀　浩太郎 平12. 4.17内   消   小  診療所
     科医院 松江市大正町４４５－２ 常　勤:    1科医院　理事長　堀　 新規 現存
     (医       1)浩太郎 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-1314-2 城北産科婦人科クリニ〒690-0877 0852-29-1010牧尾　章 牧尾　章 平12. 6. 1一般        12診療所
     ック 松江市春日町４８－１ 常　勤:    1 その他 産婦 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-1315-9 佐野内科循環器科医院〒690-0044 0852-21-4772佐野　和也 佐野　和也 平12. 6. 1内   循   診療所
     松江市浜乃木１丁目１７番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-1316-7 医療法人　勝部医院 〒690-0877 0852-27-5800医療法人　勝部医院　勝部　晋 平12. 6. 1内   呼   小  診療所
     松江市春日町３６５－３ 常　勤:    1理事長　勝部　晋 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-1319-1 ほしの内科・胃腸科ク〒690-0017 0852-20-1333星野　潮 星野　潮 平12.10.12内   消   診療所
     リニック 松江市西津田５丁目２１－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-1320-9 小林医院 〒690-0056 0852-21-3407医療法人　街道会　理小林　幹久 平12.10. 1内   胃   循  診療所
     松江市雑賀町２６４番地３ 常　勤:    1事長　小林　幹久 組織変更 小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6801-1323-3 板倉胃腸科クリニック〒690-0887 0852-59-2130板倉　滋 板倉　滋 平13. 1.12胃   診療所
     松江市殿町３８３番地山陰中央ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル５Ｆ (医       1) 平25. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-1328-2 医療法人野田眼科医院〒690-0883 0852-25-8807医療法人　野田眼科医野田　佐知子 平13. 4. 1眼   診療所
     松江市北田町１番地１ 常　勤:    1院　理事長　野田　佐 組織変更 現存
     (医       1)知子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-1329-0 つきざわ内科医院 〒690-0017 0852-21-8180医療法人　つきざわ内築澤　正倫 平13. 6. 1内   消   診療所
     松江市西津田十丁目１７番２０－常　勤:    1科医院　理事長　築澤 組織変更 現存
     １１号 (医       1)　正倫 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-1331-6 おおさわ耳鼻咽喉科 〒690-0015 0852-28-1110医療法人　おおさわ耳大澤　広秀 平13. 7. 1耳い 診療所
     松江市上乃木一丁目２番１８号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)澤　広秀 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-1332-4 医療法人学園クリニッ〒690-0825 0852-55-6386医療法人　学園クリニ山根　雅史 平13.10. 1内   消   循  診療所
     ク 松江市学園一丁目９番２１号 常　勤:    1ック　理事長　山根　 組織変更 アレ 小   現存
     (医       1)雅史 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-1333-2 皮フ科鈴木クリニック〒690-0825 0852-28-1211医療法人　皮フ科鈴木鈴木　久美子 平13.10. 1皮   診療所
     松江市学園二丁目４番２３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)鈴木　久美子 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-1334-0 原田医院 〒690-0055 0852-25-0520医療法人　祐和会　理渡邊　祐実 平13.11. 1内   婦   診療所
     松江市津田町３１３番地 常　勤:    1事長　渡邊　祐実 組織変更 療養病床
     (医       1) 平25.11. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-1336-5 小林クリニック 〒690-0863 0852-55-6616小林　綾女 小林　綾女 平13.10.28内   小   診療所
     松江市比津町１４９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-1337-3 おむら内科クリニック〒690-0012 0852-31-5588小村　秀史 小村　秀史 平14. 1.11内   消   診療所
     松江市古志原五丁目４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-1338-1 並河内科クリニック 〒690-0883 0852-20-0700並河　整 並河　整 平14. 2. 5内   リハ 診療所
     松江市北田町２番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-1340-7 医療法人　福田内科医〒690-0888 0852-24-6555医療法人　福田内科医福田　俊明 平15. 1. 1内   診療所
     院 松江市北堀町３３－２３ 常　勤:    1院　理事長　福田　俊 組織変更 現存
     (医       1)明 平27. 1. 1
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   7901-1341-5 小松クリニック 〒690-0876 0852-59-5218小松　和久 小松　和久 平15. 2.15内   精   神  診療所
     松江市黒田町３０－４ 常　勤:    1 新規 神内 心内 現存
     (医       1) 平27. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-1342-3 須山医院 〒690-0876 0852-20-1875須山　浩美 須山　浩美 平15. 2. 1内   循   診療所
     松江市黒田町３０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-1344-9 くらはし内科クリニッ〒690-0046 0852-59-5700倉橋　明男 倉橋　明男 平15. 4.10内   診療所
     ク 松江市乃木福富町２８９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-1345-6 中村内科循環器クリニ〒690-0823 0852-20-7711医療法人　中村内科循中村　展招 平15. 5. 1内   循   リハ診療所
     ック 松江市西川津町３９８番地５１ 常　勤:    1環器クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　中村　展招 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-1346-4 後藤クリニック 〒690-0033 0852-20-5100医療法人　後藤クリニ後藤　泰利 平15. 5. 1内   呼   消  診療所
     松江市大庭町１２９番地６ 常　勤:    1ック　理事長　後藤　 組織変更 循   小   外  現存
     (医       1)泰利 平27. 5. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-1347-2 医療法人　嶋本医院 〒690-0876 0852-60-0100医療法人　嶋本医院　嶋本　司 平15. 6. 1ひ   皮   外  診療所
     松江市黒田町４４９番地１ 常　勤:    2理事長　嶋本　司 組織変更 Ｈ２９．１．１現存
     (医       2) 平27. 6. 1主たる診療科目
     非常勤:    1 の変更
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-1349-8 しみず内科クリニック〒690-0862 0852-22-8558清水　知己 清水　知己 平15.10.16内   胃   小  診療所
     松江市比津が丘２丁目２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-1355-5 さんメンタルクリニッ〒690-0884 0852-20-2807瓦谷　久志 瓦谷　久志 平16. 4. 1精   心内 診療所
     ク 松江市南田町９５－１７　あさひ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-1356-3 淞北台メディカルスク〒690-0868 0852-28-2500米田　治彦 米田　治彦 平16. 4. 5内   循   小  診療所
     エアよねだ内科分院 松江市淞北台１６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-1357-1 医療法人広明会　伊藤〒690-0058 0852-31-4586医療法人　広明会　理伊藤　充広 平16. 5. 7皮   診療所
     皮膚科クリニック 松江市田和山町１０９番地 常　勤:    1事長　伊藤　充広 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 7



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［島根県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    11 頁

   8901-1363-9 医療法人　松江腎クリ〒690-0884 0852-59-3800医療法人　松江腎クリ草刈　万寿夫 平16.11. 1一般 診療所
     ニック 松江市南田町１１０番地 常　勤:    1ニック　理事長　草刈 組織変更     一般    19現存
     (医       1)　万寿夫 平28.11. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-1365-4 ぽよぽよクリニック 〒690-0011 0852-25-2581医療法人　ぽよぽよク田草　雄一 平17. 1. 1小   アレ 診療所
     松江市東津田町１１９８番地３ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)草　雄一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-1366-2 島根県立心と体の相談〒690-0011 0852-32-5905島根県　知事　溝口　小原　圭司 平17. 4. 1内   精   診療所
     センター 松江市東津田町１７４１番地３ 常　勤:    1善兵衛 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-1367-0 まつしま脳神経内科ク〒690-0822 0852-59-5678松嶋　永治 松嶋　永治 平17. 4.15内   神内 リハ診療所
     リニック 松江市下東川津町４２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-1368-8 たかお皮フ科クリニッ〒690-0054 0852-21-6500井上　雅子 井上　雅子 平17. 6.22皮   診療所
     ク 松江市新雑賀町４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-1369-6 医療法人　入澤クリニ〒690-0025 0852-38-8211医療法人　入澤クリニ松本　和也 平17. 6.16内   呼   胃  診療所
     ック 松江市八幡町２８５番地６ 常　勤:    2ック　理事長　松本　 移動 放   現存
     (医       2)和也 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-1372-0 つわぶきクリニック 〒690-0046 0852-60-1818社会福祉法人つわぶき石井　尚吾 平17. 7. 1小   診療所
     松江市乃木福富町３１８番地１ 常　勤:    2　理事長　石井　尚吾 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9601-1373-8 松江市立病院 〒690-8509 0852-60-8000松江市　松江市長　松紀川　純三 平17. 8. 1一般 総合病院
     (01-3151-2) 松江市乃白町３２番地１ 常　勤:  104浦　正敬 移動     一般   416現存
     (医      98) 平29. 8. 1精神        50
     (歯       6) その他       4
     非常勤:  101 内   精   神内
     (医     101) 呼内 胸外 心外
     小   外   整外
     形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 他  
     麻   歯外 病理
     消化器内科、消
     化器外科、糖尿
     病・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-1374-6 医療法人　いわもと耳〒690-0877 0852-20-1300医療法人いわもと耳鼻岩元　純一 平17. 8. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 松江市春日町字中代１８８番地１常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)岩元　純一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-1381-1 かじたに整形外科医院〒690-0003 0852-27-7722医療法人　健寿会　理梶谷　健一 平18. 7. 1整外 リハ 診療所
     松江市朝日町４５２番地　あおと常　勤:    1事長　梶谷　健一 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-1383-7 心療内科　漢方松江ク〒690-0825 0852-31-1130医療法人社団大輝会　鍵山　惣一 平18.11. 1内   精   他  診療所
     リニック 松江市学園１丁目７－３５　アパ常　勤:    2理事長　星野　元 新規 心内 リハ アレ現存
     ルトマンのつ３０６号室 (医       2) 平24.11. 1漢方内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-1384-5 医療法人　市岡眼科 〒690-0003 0852-22-3800医療法人　市岡眼科　市岡　伊久子 平18.11.15眼   診療所
     松江市朝日町４７６番地７ 常　勤:    1理事長　市岡　博 移動 現存
     (医       1) 平24.11.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-1386-0 はっとり皮ふ科クリニ〒690-0011 0852-60-1705医療法人社団はっとり服部　協子 平19. 1. 1皮   診療所
     ック 松江市東津田町１７６９番２ 常　勤:    1皮ふ科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　服部　協子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-1387-8 たくわ小児科クリニッ〒690-0825 0852-20-0808医療法人　たくわ小児多久和　哲 平19. 2. 1小   アレ 診療所
     ク 松江市学園二丁目６番２７号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　多久和　哲 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10301-1388-6 佐藤内科医院 〒690-0064 0852-21-2425医療法人　佐藤内科医佐藤　充男 平19. 2. 1内   消   循  診療所
     松江市天神町１５番地 常　勤:    2院　理事長　佐藤　哲 組織変更 現存
     (医       2)也 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-1389-4 わたなべ耳鼻咽喉科医〒690-0001 0852-32-3000医療法人　わたなべ耳渡邊　光一郎 平19. 3. 1耳い 診療所
     院 松江市東朝日町字小浜２１１番地常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　渡邊　光一郎 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-1391-0 青葉クリニック 〒690-0015 0852-27-5251医療法人　青葉会　理春木　繁一 平19. 3. 1精   神   神内診療所
     松江市上乃木一丁目２番１３号 常　勤:    1事長　菅野　紘 移動 休止
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-1392-8 飯島クリニック 〒690-0007 0852-23-1007飯島　正明 飯島　正明 平19. 5. 7精   神   心内診療所
     松江市御手船場町５６８太田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-1395-1 医療法人社団太田脳神〒690-0878 0852-59-5181医療法人社団太田脳神太田　桂二 平19. 7. 1神内 外   脳外診療所
     経外科クリニック 松江市砂子町１９６番地３ 常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 リハ 現存
     (医       1)事長　太田　桂二 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-1397-7 林医院 〒690-0888 0852-21-5667医療法人　周晴会　理野田　俊成 平19. 8. 1内   小   診療所
     松江市北堀町５７番地４ 常　勤:    1事長　野田　俊成 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-1398-5 門脇医院 〒690-1403 0852-76-2023門脇　憲 門脇　憲 平19. 9. 1内   消胃 外  診療所
     松江市八束町遅江３８４－２ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-1404-1 いきいき．クリニック〒690-0011 0852-27-1551医療法人　いきいき．横木　広幸 平20. 8. 1内   ひ   診療所
     松江市東津田町１７６８－２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       2)横木　広幸 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-1405-8 医療法人社団正心会松〒690-0822 0852-27-1000医療法人社団正心会　岩田　兼正 平20. 8. 1内   精   神内診療所
     北診療所 松江市下東川津町２５１－１ 常　勤:    1理事長　岩田　兼正 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-1406-6 嘉戸小児科医院 〒690-0044 0852-23-3635嘉戸　摂 嘉戸　摂 平20. 7.26小   診療所
     松江市浜乃木４－７－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11301-1407-4 くらたこどもクリニッ〒690-0001 0852-61-1688倉田　さつき 倉田　さつき 平20.12.25小   心内 アレ診療所
     ク 松江市東朝日町小浜２３２－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-1409-0 かじクリニック 〒690-0887 0852-27-2600医療法人　かじクリニ梶　彰吾 平21. 3. 1形外 皮   婦  診療所
     松江市殿町５１６番地　山陰鴻池常　勤:    2ック　理事長　梶　彰 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (医       2)吾 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-1410-8 鈴木内科医院 〒690-0823 0852-22-2123鈴木　重道 鈴木　重道 平21. 4. 1内   消   呼  診療所
     松江市西川津町１１９８－５ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-1413-2 メディカルカウンセリ〒690-0826 0852-31-7100大竹　民子 大竹　民子 平21. 7. 1内   精   心内診療所
     ングセンター　クリニ松江市学園南２－１２－５ＨＯＹ常　勤:    1 新規 現存
     ック大竹 Ｏパークサイドビル１Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-1414-0 たなか内科クリニック〒690-0015 0852-60-5877医療法人　峻和会　理田中　寧 平21. 7. 1内   診療所
     松江市上乃木９丁目１番１０号 常　勤:    1事長　田中　寧 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-1415-7 サン・フラワー診療所〒690-1114 0852-34-1880社会福祉法人　ふれあ津森　嘉樹 平21. 7. 1内   外   診療所
     松江市野原町５８５番地 常　勤:    1い　理事長　平野　勝 新規 現存
     (医       1)己 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-1416-5 ＫＡＺＵＫＩ　プライ〒690-0003 0852-20-7790医療法人　いざみ　理清水　一樹 平21. 8. 1形外 美外 皮  診療所
     ベートクリニック 松江市朝日町４８４番地１３　三常　勤:    1事長　清水　一樹 組織変更 ひ   婦   眼  現存
     洋苑松江ビルⅡ５階 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-1418-1 いんべ杉谷内科小児科〒690-0036 0852-33-2800医療法人社団　ほほえ杉谷　美代子 平21. 9. 1内   小   リハ診療所
     醫院 松江市東忌部町８３－２２ 常　勤:    1み会　理事長　杉谷　 組織変更 心内 呼内 他  現存
     (医       1)美代子 平27. 9. 1消化器、循環器
     、アレルギー疾
     患、糖尿病の各
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-1419-9 かつべ整形外科医院 〒690-0884 0852-31-0011医療法人　かつべ整形勝部　顕一 平21.11. 1整外 リハ 診療所
     松江市南田町２５番地１ 常　勤:    1外科医院　理事長　勝 組織変更 現存
     (医       1)部　顕一 平27.11. 1
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  12201-1420-7 星野医院 〒690-0151 0852-36-8758星野　陽治 星野　陽治 平22. 1. 1内   診療所
     松江市古曽志町７３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-1422-3 はしだ小児科医院 〒690-0025 0852-37-0880橋田　恵子 橋田　恵子 平22. 5. 9小   診療所
     松江市八幡町８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-1423-1 大学前のつ内科クリニ〒690-0825 0852-24-3000医療法人　大学前のつ野津　和巳 平22. 6. 1内   婦   診療所
     ック 松江市学園二丁目２７番１７号 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　野津　和巳 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-1425-6 あさひまちクリニック〒690-0003 0852-61-3006医療法人　博心会　理小林　淳子 平22. 9. 1一般 診療所
     松江市朝日町４７６－７ 常　勤:    2事長　小林　淳子 組織変更     一般     3現存
     (医       2) 平28. 9. 1内   産婦 他  
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-1426-4 たまゆ内科クリニック〒699-0202 0852-62-0133越野　健司 越野　健司 平22. 9.27内   他   呼内診療所
     松江市玉湯町湯町８２５－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 9.27
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-1427-2 中村医院 〒690-0332 0852-82-0046医療法人社団　中村ク中村　英介 平22.10. 1内   神内 皮  診療所
     松江市鹿島町佐陀本郷１８５２番常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     地 (医       1)村　崇郎 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-1428-0 梨眼科医院 〒690-0877 0852-61-4174髙梨　泰至 髙梨　泰至 平23. 1. 1眼   診療所
     松江市春日町５８６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-1429-8 大國内科クリニック 〒690-0046 0852-60-1266大國　智司 大國　智司 平23. 2. 1内   他   診療所
     松江市乃木福富町４１３－２ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平29. 2. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-1430-6 津田小学校前　よしの〒690-0011 0852-22-1133吉野　生季三 吉野　生季三 平23. 5. 3内   消   胃  診療所
     医院 松江市東津田町１１９５番地３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101-1431-4 幡医院 〒690-0847 0852-21-3376幡　城太郎 幡　城太郎 平23. 7. 1内   呼   消  診療所
     松江市片原町８７番地 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-1432-2 福庭内科医院 〒690-0887 0852-21-5670福庭　洋 福庭　洋 平24. 1. 1内   消   循  診療所
     松江市殿町３８３番地山陰中央ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル５Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-1434-8 心身一如医食同源心療〒690-0001 0852-28-3131医療法人社団日本医道鍵山　惣一 平24. 2. 1心内 精   他  診療所
     内科漢方松江駅前クリ松江市東朝日町１３６番地２ 常　勤:    2糺正社　理事長　佐々 新規 アレ リハ 婦  現存
     ニック (医       2)木　尊光 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-1435-5 漢方女性クリニック・〒690-0003 0852-28-0211錦織　恭子 錦織　恭子 平24. 4. 1精   心内 他  診療所
     ｍｉｏ 松江市朝日町４９８松江センター常　勤:    1 新規 漢方内科　 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-1436-3 やましろクリニック 〒690-0031 0852-27-9696社会福祉法人つわぶき神田　貴行 平24. 5. 1精   小   診療所
     松江市山代町１００１番地 常　勤:    1　理事長　石井　尚吾 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-1438-9 とのまちクリニック 〒690-0887 0852-67-3363医療法人明勝会　理事岩田　敏伸 平25. 4. 1内   診療所
     松江市殿町５１７番地 常　勤:    1長　藤山　勝巳 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-1439-7 桑原整形外科医院 〒690-0049 0852-24-2200桑原　岳史 桑原　岳史 平25. 4.16整外 診療所
     松江市袖師町９－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-1441-3 レディースメンタルク〒690-0017 0852-67-3100山本　裕子 山本　裕子 平25. 6. 1心内 精   診療所
     リニック一粒の麦 松江市西津田３丁目１３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-1442-1 遠藤医院 〒690-0863 0852-26-3017遠藤　佳代子 遠藤　佳代子 平25. 7. 3内   小   診療所
     松江市比津町４３－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14001-1443-9 山口整形外科医院 〒690-0826 0852-21-2050山口　俊昌 山口　俊昌 平25. 7.16整外 リハ 診療所
     松江市学園南１丁目１３－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-1444-7 みやけ眼科 〒690-0011 0852-24-2300三宅　賢一郎 三宅　賢一郎 平25.11. 1眼   診療所
     松江市東津田町１１１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-1445-4 門脇耳鼻咽喉科医院 〒690-0058 0852-27-3351門脇　秀夫 門脇　秀夫 平26. 1. 1耳い 診療所
     松江市田和山町１１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-1446-2 山口整形東本町クリニ〒690-0842 0852-21-2050山口　俊昌 山口　俊昌 平26. 2. 1整外 診療所
     ック 松江市東本町３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-1448-8 心身一如医食同源心療〒690-0825 0852-28-3131一般社団法人　日本介星野　元 平26. 8. 1内   精   他  診療所
     漢方内科日本ホリステ松江市学園１丁目７番３０号 常　勤:    2護福祉医療推進機構　 新規 アレ リハ 心内現存
     ィッククリニック (医       2)理事長　高橋　秀明 平26. 8. 1漢方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-1449-6 たがしらレディースク〒690-0044 0852-23-1103田頭　稔弘 田頭　稔弘 平26. 8.28一般 診療所
     リニック 松江市浜乃木６丁目７－８ 常　勤:    2 移動     一般    18現存
     (医       2) 平26. 8.28内   産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-1450-4 こころの診療所　細田〒690-0058 0852-24-3200細田　眞司 細田　眞司 平26. 9. 1精   内   心内診療所
     クリニック 松江市田和山町１１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-1451-2 ビタミン・ミネラル自〒690-0001 0852-28-3131一般社団法人全人介護佐々木　尊光 平26.10. 1内   精   他  診療所
     然治癒力活性全人介護松江市東朝日町１３６番地２ 常　勤:    1医療推進機構　佐貫　 新規 アレ リハ 心内現存
     医療・心療内科漢方松 (医       1)弘 平26.10. 1漢方内科
     江駅前クリニック 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-1452-0 みどり眼科 〒690-0825 0852-24-4146医療法人　みどり眼科尾前　由貴子 平26.11. 1眼   診療所
     松江市学園二丁目２６番３３号 常　勤:    1　理事長　尾前　由貴 組織変更 現存
     (医       1)子 平26.11. 1
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  14901-1453-8 とみさわクリニック 〒690-0025 0852-67-1927富澤　治 富澤　治 平26.12. 1心内 内   精  診療所
     松江市八幡町２６６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-1454-6 クリニック虹 〒690-0035 0852-24-1212松江保健生活協同組合平　仁司 平27. 4. 1内   整外 診療所
     松江市佐草町４５６－１ 常　勤:    1　理事長　大田　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-1455-3 門脇内科胃腸科医院 〒690-0056 0852-21-2695門脇　泰憲 門脇　泰憲 平27. 3.29内   胃   診療所
     松江市雑賀町２０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-1456-1 つだ胃腸科・内科クリ〒690-0017 0852-40-9101千貫　大介 千貫　大介 平27. 9. 1内   胃   診療所
     ニック 松江市西津田３丁目５番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-1457-9 メディカルハーブクリ〒690-0876 0852-21-8288平岩　久幸 平岩　久幸 平27.11.13内   他   小  診療所
     ニック・ひらいわ 松江市黒田町４８３－５ 常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     (医       1) 平27.11.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-1458-7 くれこどもクリニック〒690-0015 0852-61-0903呉　彰 呉　彰 平28. 4. 1小   他   診療所
     松江市上乃木４－１０－２７ 常　勤:    2 新規 児童精神科 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-1460-3 松江市立野波診療所 〒690-1212 0852-85-2303松江市長　松浦　正敬佐藤　宗保 平28. 7. 6内   診療所
     松江市島根町野波１２２０番地４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-1462-9 小川在宅診療所 〒690-0823 0852-61-8011小川　肇 小川　肇 平28.12. 1他   麻   診療所
     松江市西川津町４２４８番地プラ常　勤:    1 新規 疼痛緩和内科 現存
     ティーク・リブ１０２号室 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-1463-7 古瀬眼科医院 〒690-0002 0852-21-2816古瀬　なな子 古瀬　なな子 平29. 1. 1眼   診療所
     松江市大正町４０１－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-1464-5 やまもと整形外科クリ〒690-0045 0852-67-3517山本　真人 山本　真人 平29. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 松江市乃白町２０６１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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  15901-1465-2 胃腸科内科田中医院 〒699-0401 0852-66-0022田中　新亮 田中　新亮 平29. 4.17内   消   診療所
     松江市宍道町宍道９４６番地１ 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-1466-0 医療法人社団　内海皮〒690-0002 0852-22-2235医療法人社団　内海皮内海　康生 平29. 6. 1皮   外   ひ  診療所
     フ科医院 松江市大正町４４２－１７ 常　勤:    1フ科医院　理事長　内 移動 現存
     (医       1)海　康生 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-1467-8 かわつこどもクリニッ〒690-0823 0852-61-8815岡本　学 岡本　学 平29. 9. 1小   アレ 診療所
     ク 松江市西川津町４０９８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-1468-6 あだかえたけだクリニ〒699-0108 0852-52-4177竹田　昌希 竹田　昌希 平29. 9. 1内   循   ひ  診療所
     ック 松江市東出雲町出雲郷９４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-1469-4 いしいクリニック 〒690-0033 0852-55-6363医療法人　つわぶき　石井　朋之 平29.10. 1小   診療所
     松江市大庭町１８０２番地３ 常　勤:    2理事長　石井　尚吾 移動 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-1470-2 湖北つきはしクリニッ〒690-0262 0852-88-3636医療法人　みんな元気月橋　啓典 平29.11. 1内   呼   循  診療所
     ク 松江市岡本町１０４１番地２ 常　勤:    1みんな笑顔　理事長　 組織変更 小   現存
     (医       1)月橋　啓典 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-1471-0 葛尾内科医院 〒690-0871 0852-22-2655葛尾　浩司 葛尾　浩司 平29.12. 1内   他   診療所
     松江市東奥谷町３の６ 常　勤:    2 交代 循環器内科・消現存
     (医       2) 平29.12. 1化器内科・呼吸
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-1472-8 たにむら内科クリニッ〒690-0877 0852-33-7723谷村　隆志 谷村　隆志 平30. 4. 1内   他   診療所
     ク 松江市春日町１８０－６ 常　勤:    1 新規 消化器内科・内現存
     (医       1) 平30. 4. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-1473-6 はまもと整形外科呼吸〒690-0033 0852-67-3623医療法人ＨＭＡ　理事濵本　佑樹 平30. 4. 1整外 呼   内  診療所
     器内科クリニック 松江市大庭町１８０１番地１ 常　勤:    2長　濵本　佑樹 組織変更 リウ リハ 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16802-1003-9 社会医療法人昌林会安〒692-0011 0854-22-3411社会医療法人昌林会　杉原　勉 昭39. 9.28一般       108病院
     来第一病院 安来市安来町８９９の１ 常　勤:   17理事長　杉原　建 新規 精神       183療養病床
     (医      17) 平24. 9.28療養        60現存
     非常勤:   90 内   精   神内
     (医      90) 小   皮   ひ  
     リハ 整外 心内
     脳外 呼外 外  
     他   呼内 
     内科～循環器、
     消化器、緩和ケ
     ア、腫瘍　外科
     ～乳腺
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902-1029-4 廣江眼科 〒692-0011 0854-23-1231廣江　靖 廣江　靖 昭60.12.12一般         9診療所
     安来市安来町字外浜９０４－１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002-1034-4 医療法人渡部医院 〒692-0011 0854-22-2486医療法人　渡部医院　渡部　和彦 平元. 8. 1内   循   外  診療所
     安来市安来町１３７３－９ 常　勤:    2理事長　渡部　和彦 新規 皮   放   胃  現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102-1035-1 麦谷内科クリニック 〒692-0017 0854-22-1855麦谷　 夫 麦谷　 夫 平元. 8. 1内   胃   循  診療所
     安来市下坂田町３０８－１ 常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202-1036-9 医療法人明誠会　白根〒692-0007 0854-28-7000医療法人　明誠会　理白根　一 平 2. 5. 1一般         4診療所
     医院 安来市荒島町１８１７－１ 常　勤:    2事長　白根　一 新規 療養         3療養病床
     (医       2) 平29. 5. 1療養 現存
     非常勤:    1     介護    12
     (医       1) 整外 リウ リハ
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302-1037-7 医療法人社団金藤医院〒692-0001 0854-28-6688医療法人社団金藤医院金藤　一衛 平 3. 1. 1内   胃   循  診療所
     　金藤内科小児科医院安来市赤江町１４４７－５ 常　勤:    2　理事長　金藤　一衛 新規 小   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402-1040-1 医療法人森脇医院 〒692-0007 0854-28-8635医療法人　森脇医院　森脇　重光 平 4. 9. 1内   胃   循  診療所
     安来市荒島町１７２８－６ 常　勤:    1理事長　森脇　重光 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502-1041-9 杉原クリニック 〒692-0022 0854-22-1222杉原　徳郎 杉原　徳郎 平 5. 4. 6精   内   神  診療所
     安来市南十神町１９－９ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平29. 4. 6
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  17602-1044-3 医療法人社団吉田医院〒692-0014 0854-22-2064医療法人社団　吉田医吉田　裕 平 7.12. 1内   消   皮  診療所
     安来市飯島町１２３５番地２ 常　勤:    1院　理事長　吉田　裕 新規 小   現存
     (医       1) 平28.12. 1Ｈ２２．１．４
     非常勤:    2 より診療科変更
     (医       2) 。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702-1045-0 医療法人社団　日立記〒692-0011 0854-22-2180医療法人社団　日立記山本　哲夫 平 8. 1. 1一般        49病院
     (02-3020-7) 念病院 安来市安来町１２７８番地５ 常　勤:    9念病院　理事長　山本 新規 療養        15療養病床
     (医       8)　哲夫 平29. 1. 1療養 現存
     (歯       1)     介護    16
     非常勤:   76 内   外   整外
     (医      76) 放   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802-1048-4 医療法人おがわ耳鼻咽〒692-0014 0854-23-1187医療法人　おがわ耳鼻小川　真滋 平13. 4. 1耳い 気食 診療所
     喉科 安来市飯島町５３１－１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　小川 組織変更 現存
     (医       1)　真滋 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902-1049-2 たわら眼科 〒692-0022 0854-23-7600医療法人　たわら眼科俵　稔長 平15.12. 1一般         5診療所
     安来市南十神町１７番地２ 常　勤:    1　理事長　俵　稔長 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002-1050-0 杉原医院 〒692-0011 0854-23-1236医療法人　杉原医院　杉原　整 平17. 3. 1内   循   呼  診療所
     安来市安来町８９８番地４ 常　勤:    2理事長　杉原　整 組織変更 胃   小   皮  現存
     (医       2) 平29. 3. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102-1051-8 杉原医院大塚分院 〒692-0042 0854-27-0888医療法人　杉原医院　杉原　整 平17. 3. 1内   小   診療所
     安来市大塚町３５７番地１５ 常　勤:    1理事長　杉原　整 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202-1053-4 野坂医院 〒692-0011 0854-22-2525野坂　啓介 野坂　啓介 平19. 3.26内   産婦 診療所
     安来市安来町１６３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302-1055-9 家族・絆の吉岡医院 〒692-0011 0854-22-2065医療法人吉生会　理事吉岡　宏記 平26. 4. 1一般 診療所
     安来市安来町７８９番地１ 常　勤:    3長　吉岡　繁治 その他     一般    16現存
     (医       3) 平26. 4. 1産   婦   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402-1056-7 医療法人　やました整〒692-0022 0854-27-7250医療法人　やました整山下　英樹 平28. 2. 1整外 リハ 診療所
     形外科 安来市南十神町１７－１ 常　勤:    1形外科　理事長　山下 組織変更 現存
     (医       1)　英樹 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18502-1057-5 ドクター中西　元気ク〒692-0623 0854-36-0009中西　敏雄 中西　敏雄 平29. 1. 1内   他   小  診療所
     リニック 安来市広瀬町布部７５８ 常　勤:    1 新規 ひ   現存
     (医       1) 平29. 1. 1他：循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602-1058-3 一般社団法人安来市医〒692-0206 0854-37-1511一般社団法人　安来市入江　秀樹 平30. 3. 1一般 診療所
     師会立　安来市医師会安来市伯太町安田１７００番地 常　勤:    1医師会　会長　杉原　 組織変更     一般    11現存
     診療所 (医       1)整 平30. 3. 1内   
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703-1001-1 出雲市立総合医療セン〒691-0003 0853-63-5111出雲市　出雲市長　長杉山　章 昭32. 7.31一般       147病院
     ター 出雲市灘分町６１３ 常　勤:   18岡　秀人 新規 療養        52療養病床
     (医      18) 平29. 7.31内   精   小  現存
     非常勤:   64 外   整外 ひ  
     (医      64) 産婦 眼   耳い
     放   循   消  
     リハ 皮   神内
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803-1025-0 伊藤産婦人科眼科医院〒691-0001 0853-63-2195伊藤　義徳 伊藤　義徳 昭52. 4.26婦   眼   内  診療所
     出雲市平田町１３６２－１ 常　勤:    2 新規 産婦 外   現存
     (医       2) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903-1032-6 医療法人社団牧野内科〒691-0002 0853-63-2851医療法人社団牧野内科牧野　昭雄 平 2. 5. 1内   胃   診療所
     医院 出雲市西平田町５６ 常　勤:    1医院　理事長　牧野　 新規 現存
     (医       1)昭雄 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003-1033-4 医療法人松本医院 〒691-0061 0853-62-3142医療法人松本医院　理松本　光喜 平 2.10. 1内   胃   診療所
     出雲市多久町８８５－１１ 常　勤:    1事長　松本　光喜 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103-1036-7 山岡医院 〒691-0053 0853-68-0052医療法人山岡医院　理山岡　忠栄 平 5. 9. 1内   診療所
     出雲市三津町３８９－２ 常　勤:    1事長　山岡　忠栄 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203-1037-5 医療法人吉翔会　吉直〒691-0002 0853-63-2020医療法人吉翔会　理事吉直　正俊 平 5.11. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 出雲市西平田町２４２ 常　勤:    1長　吉直　正俊 新規 循   心外 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19303-1041-7 及川医院 〒691-0003 0853-63-3582医療法人及川医院　理及川　馨 平 6. 8. 1内   小   診療所
     出雲市灘分町７０７－５ 常　勤:    1事長　及川　馨 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403-1047-4 くにびき診療所ひらた〒691-0002 0853-62-5691医療法人社団翠光会　久保田　多佳子 平 9. 1. 9皮   小   内  診療所
     出雲市西平田町６２ 常　勤:    1理事長　久保田　多佳 新規 現存
     (医       1)子 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503-1050-8 河原泌尿器科医院 〒691-0002 0853-62-9155医療法人社団自進堂　河原　優 平 9. 4. 1ひ   皮   こう診療所
     出雲市西平田町８５番地 常　勤:    1理事長　河原　優 組織変更 外   内   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603-1053-2 仲田医院 〒691-0002 0853-63-1212医療法人　平静会　理仲田　浩之 平13. 1. 1内   循   小  診療所
     出雲市西平田町１４７番地 常　勤:    2事長　仲田　浩之 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703-1054-0 小伊津診療所 〒691-0052 0853-63-1212医療法人　平静会　理仲田　浩之 平13. 1. 1内   小   診療所
     出雲市小伊津町１４７３番地 常　勤:    1事長　仲田　浩之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803-1058-1 医療法人　新誠会　き〒691-0001 0853-63-7210医療法人　新誠会　理木佐　祐之 平16. 7. 1内   皮   診療所
     さ内科　皮フ科クリニ出雲市平田町７６０６ 常　勤:    2事長　木佐　祐之 組織変更 現存
     ック (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903-1059-9 太田医院 〒691-0011 0853-62-2166佐々木　哲也 佐々木　哲也 平16. 9.14内   呼   循  診療所
     出雲市国富町５０５－１ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平28. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20004-1006-8 医療法人同仁会海星病〒693-0011 0853-21-3521医療法人　同仁会　理西田　朗 昭43. 4.15精神       166病院
     院 出雲市大津町３６５６の１ 常　勤:    3事長　櫻井　照久 新規 内   精   神内現存
     (医       3) 平28. 4.15
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20104-1086-0 牧野内科 〒693-0051 0853-24-2203牧野　 雄 牧野　 雄 昭58.12.26内   胃   小  診療所
     出雲市小山町７９２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20204-1087-8 医療法人社団耕雲堂　〒693-0001 0853-21-5230医療法人社団耕雲堂　小林　祥也 昭59. 2. 1療養        48病院
     小林病院 出雲市今市町５１０ 常　勤:    3理事長　小林　祥泰 新規 一般         2療養病床
     (医       3) 平29. 2. 1内   現存
     非常勤:    4
     (医       4)
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  20304-1105-8 恵寿診療所 〒699-0822 0853-43-3202北尾　昌子 藤野　尚子 昭60.12.16内   外   整外診療所
     出雲市神西沖町１３１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20404-1118-1 後藤内科医院 〒693-0021 0853-21-7111後藤　戈示 後藤　戈示 昭63.12.21内   消   循  診療所
     出雲市塩冶町９９２－３ 常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20504-1120-7 医療法人　あべ医院 〒693-0012 0853-21-3100医療法人　あべ医院　福原　恵子 平元. 7. 1内   小   他  診療所
     出雲市大津新崎町１丁目１８番地常　勤:    1理事長　福原　恵子 新規 消   現存
     ４ (医       1) 平28. 7. 1漢方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20604-1121-5 医療法人古瀬医院 〒693-0104 0853-48-0008医療法人　古瀬医院　古瀨　祥之 平元. 7. 1内   他   診療所
     出雲市稗原町２４９０－３ 常　勤:    2理事長　古瀨　祥之 新規 循環器内科 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20704-1122-3 医療法人社団林整形外〒693-0061 0853-21-1758医療法人社団　林整形林　孝乾 平元. 8. 1一般        19診療所
     科医院 出雲市姫原町１１４－３ 常　勤:    1外科医院　理事長　林 新規 整外 療養病床
     (医       1)　孝乾 平28. 8. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20804-1123-1 医療法人尾添産科婦人〒693-0012 0853-22-0056医療法人　尾添産科婦尾添　正治 平元. 9. 1一般         8診療所
     科医院 出雲市大津新崎町４丁目４６ 常　勤:    1人科医院　理事長　尾 新規 産婦 現存
     (医       1)添　正治 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20904-1125-6 医療法人社団　出雲整〒693-0004 0853-23-6100医療法人社団　出雲整舟木　幹雄 平元.11. 1整外 形外 皮  診療所
     形外科クリニック 出雲市渡橋町１１４０－１ 常　勤:    1形外科クリニック　理 新規 リハ リウ 現存
     (医       1)事長　舟木　昌美 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21004-1127-2 医療法人　とうぎ皮膚〒693-0012 0853-22-9765医療法人　とうぎ皮膚東儀　君子 平元.11. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 出雲市大津新崎町１丁目２１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　東儀　君子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  21104-1128-0 医療法人　江口内科医〒693-0023 0853-23-3166医療法人　江口内科医江口　茂雄 平元.11. 1内   診療所
     院 出雲市塩冶有原町６丁目４３番地常　勤:    2院　理事長　江口　茂 新規 現存
     (医       2)雄 平28.11. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21204-1130-6 医療法人外科内科山尾〒693-0011 0853-23-0520医療法人　外科内科山山尾　哲彦 平 2. 1. 1一般        19診療所
     医院 出雲市大津町１０９９番地５ 常　勤:    1尾医院　理事長　山尾 新規 内   消   外  現存
     (医       1)　哲彦 平29. 1. 1整外 皮ひ こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21304-1131-4 朝山医院 〒693-0052 0853-22-3360朝山　裕 朝山　裕 平 2. 1. 1内   小   診療所
     出雲市松寄下町１０９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21404-1133-0 医療法人　おざさクリ〒693-0004 0853-23-6787医療法人　おざさクリ小笹　正三郎 平 2. 4. 1内   皮   他  診療所
     ニック 出雲市渡橋町８５７ 常　勤:    2ニック　理事長　小笹 新規 血液内科 現存
     (医       2)　正三郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21504-1134-8 医療法人社団　松陽台〒693-0006 0853-23-5883医療法人社団　松陽台佐藤　太聰 平 2. 5. 1一般        10診療所
     佐藤クリニック 出雲市白枝町９８８－１ 常　勤:    1佐藤クリニック　理事 新規 内   産   婦  現存
     (医       1)長　佐藤　太聰 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21604-1136-3 医療法人社団　堀江内〒693-0002 0853-21-0067医療法人社団堀江内科若林　規良 平 3. 1. 1内   呼   アレ診療所
     科呼吸器科医院 出雲市今市町北本町１丁目８番地常　勤:    1呼吸器科医院　理事長 新規 現存
     ２１ (医       1)　堀江　肇 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21704-1141-3 医療法人社団どれみク〒693-0021 0853-21-1262医療法人社団どれみク福代　新治 平 3. 9. 1小   皮   診療所
     リニック　基常小児科出雲市塩冶町１５２３－２ 常　勤:    3リニック　理事長　福 新規 現存
     福代皮膚科 (医       3)代　新治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21804-1144-7 医療法人遠藤クリニッ〒693-0004 0853-23-2021医療法人　遠藤クリニ遠藤　正博 平 4. 1. 1一般         4診療所
     ク 出雲市渡橋町３２５－３ 常　勤:    2ック　理事長　遠藤　 新規 内   呼   アレ現存
     (医       2)正博 平28. 1. 1消   循   リハ
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21904-1148-8 医療法人須谷医院 〒693-0214 0853-48-0210医療法人　須谷医院　須谷　生男 平 4. 7. 1内   外   診療所
     出雲市所原町６０ 常　勤:    1理事長　須谷　生男 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  22004-1149-6 医療法人社団出雲中央〒693-0021 0853-22-5552医療法人社団　出雲中宮脇　哲丸 平 4. 7. 1一般        18診療所
     クリニック 出雲市塩冶町２１２３－２ 常　勤:    1央クリニック　理事長 新規 胃   外   こう現存
     (医       1)　宮脇　哲丸 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22104-1152-0 竹下内科医院 〒693-0012 0853-22-0202竹下　正弘 竹下　正弘 平 4.10.27内   消   循  診療所
     出雲市大津新崎町４－３２ 常　勤:    1 新規 他   心内 アレ現存
     (医       1) 平28.10.27神内 小   皮  
     糖尿病・代謝内
     科、老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22204-1154-6 医療法人園山医院 〒693-0074 0853-22-8555医療法人　園山医院　園山　勝久 平 4.12. 1内   他   診療所
     出雲市東林木町８８８－２ 常　勤:    2理事長　園山　勝久 新規 胃腸内科 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22304-1155-3 医療法人　知井宮堀江〒693-0033 0853-21-0918医療法人　知井宮堀江堀江　卓史 平 4.12. 1内   小   麻  診療所
     医院 出雲市知井宮町８３４ 常　勤:    1医院　理事長　堀江　 新規 現存
     (医       1)卓史 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22404-1160-3 みはら眼科皮膚科 〒693-0001 0853-23-5005医療法人みはら眼科皮三原　正義 平 6. 8. 1一般        11診療所
     出雲市今市町３１５－１ 常　勤:    2膚科　理事長　三原　 新規 皮   眼   現存
     (医       2)正義 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22504-1161-1 ふくやま眼科 〒693-0004 0853-25-2255医療法人ふくやま眼科福山　順一郎 平 6. 8. 1一般         9診療所
     出雲市渡橋町９９３－４ 常　勤:    1　理事長　福山　順一 新規 眼   現存
     (医       1)郎 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604-1164-5 秦医院 〒693-0041 0853-28-0117医療法人　秦医院　理秦　正 平 6.11. 1内   小   診療所
     出雲市西園町３３１－１ 常　勤:    1事長　秦　正 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22704-1165-2 佐藤産婦人科医院 〒693-0021 0853-21-0973医療法人　佐藤産婦人佐藤　克朗 平 6.12. 1一般         4診療所
     出雲市塩冶町１２９１－１８ 常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 新規 産婦 現存
     (医       1)　克朗 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22804-1166-0 三原耳鼻咽喉科医院 〒693-0001 0853-21-0327医療法人　三原耳鼻咽三原　健嗣 平 6.12. 1耳い アレ 診療所
     出雲市今市町９３９－５ 常　勤:    1喉科医院　理事長　三 新規 現存
     (医       1)原　健嗣 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22904-1168-6 乙立里家診療所 〒693-0216 0853-45-0106出雲市　出雲市長　長堀江　肇 平 7. 7. 1内   診療所
     出雲市乙立町３１３６ 常　勤:    1岡　秀人 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:   54
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004-1171-0 瀬島医院 〒693-0023 0853-21-6622瀬島　教見 瀬島　教見 平 8. 6.17内   消   外  診療所
     出雲市塩冶有原町２丁目１番地 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平29. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23104-1174-4 槇野クリニック 〒693-0081 0853-23-7555医療法人忠恕会　理事槇野　富夫 平 8. 8. 1内   消   循  診療所
     出雲市中野美保北三丁目５番地５常　勤:    1長　槇野　富夫 新規 小   呼   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204-1175-1 医療法人　シンフォニ〒693-0021 0853-25-2111医療法人シンフオニア川角　博規 平 8. 8. 1内   胃   外  診療所
     ア　かわすみクリニッ出雲市塩冶町１５５９番地１４ 常　勤:    1　理事長　川角　博規 新規 こう 麻   現存
     ク (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304-1176-9 医療法人エスポアール〒693-0051 0853-21-9779医療法人エスポアール高橋　幸男 平 8. 8. 1精   心内 診療所
     出雲クリニック 出雲市小山町３６１番地２ 常　勤:    1出雲クリニック　理事 新規 現存
     (医       1)長　高橋　幸男 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23404-1178-5 山口クリニック 〒693-0063 0853-25-3900山口　孝之 山口　孝之 平 8.12.11内   外   こう診療所
     出雲市大塚町７４３－１ 常　勤:    1 新規 リハ 整外 消  現存
     (医       1) 平29.12.11皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504-1179-3 おおつかクリニック 〒693-0063 0853-22-3211医療法人おおつかクリ鈴木　恵子 平 9. 1. 1内   循   他  診療所
     出雲市大塚町７４７－１ 常　勤:    2ニック　理事長　鈴木 現存
     (医       2)恵子 平30. 1. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604-1180-1 なかじま眼科 〒693-0011 0853-25-2828中島　典子 中島　典子 平 9. 7. 7眼   診療所
     出雲市大津町１７３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704-1182-7 医療法人社団岡倉会高〒693-0014 0853-25-2211医療法人社団岡倉会　高鳥　佳昌 平 9. 9. 1内   消   呼  診療所
     鳥クリニック 出雲市武志町７３４番地１ 常　勤:    3理事長　高鳥　佳昌 組織変更 麻   整外 リハ現存
     (医       3) 平24. 9. 1放   眼   小  



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［島根県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    28 頁

  23804-1183-5 医療法人　山本眼科 〒693-0052 0853-28-2878医療法人山本眼科　理山本　由香里 平 9. 9. 1眼   診療所
     出雲市松寄下町１４７８番地２ 常　勤:    1事長　山本　由香里 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904-1184-3 医療法人社団芦沢医院〒693-0021 0853-22-8228医療法人社団　芦沢医芦澤　隆夫 平 9.11. 1内   小   診療所
     出雲市塩冶町８５２ 常　勤:    1院　理事長　芦澤　隆 移動 現存
     (医       1)夫 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004-1188-4 ふじのクリニック 〒693-0002 0853-24-3387藤野　有弘 藤野　有弘 平10. 4.11耳い アレ 診療所
     出雲市今市町北本町２－３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104-1189-2 伊藤医院 〒699-0822 0853-43-1111医療法人伊藤医院　理伊藤　新作 平11. 1. 1内   他   小  診療所
     出雲市神西沖町字原２０７６ 常　勤:    2事長　伊藤　新作 組織変更 神内 現存
     (医       2) 平29. 1. 1呼吸器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204-1192-6 医療法人　北陽クリニ〒693-0013 0853-22-7111医療法人　北陽クリニ大内　啓司 平11. 1. 1内   小   整外診療所
     ック 出雲市荻杼町３２５ 常　勤:    1ック　理事長　大内　 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       1)啓司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304-1198-3 深田医院 〒693-0066 0853-22-8824医療法人深田医院　理深田　倍行 平11. 5. 1内   神内 リハ診療所
     出雲市高岡町５３－１ 常　勤:    1事長　深田倍行 新規 放   心内 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404-1199-1 すぎうら医院 〒693-0002 0853-23-6669医療法人医純会　理事杉浦　弘明 平11. 6. 1内   循   リウ診療所
     出雲市今市町北本町２丁目８番地常　勤:    5長　杉浦　弘明 組織変更 現存
     ３ (医       5) 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504-1201-5 島根県立中央病院 〒693-8555 0853-22-5111島根県　島根県病院事小阪　真二 平11. 7.30一般       594病院
     (04-3059-1) 出雲市姫原四丁目１番地１ 常　勤:  170業管理者　中川　正久 移動 精神        40現存
     (医     167) 平29. 7.30内   神内 呼  
     (歯       3) 消   循   小  
     非常勤:  121 外   整外 形外
     (医     115) 脳外 呼外 心外
     (歯       6) 小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     アレ 歯   他  
     病理 
     精神神経科
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  24604-1202-3 医療法人　相川耳鼻咽〒693-0051 0853-25-3387医療法人相川鼻咽喉科相川　義智 平11.11. 1耳い 診療所
     喉科医院 出雲市小山町２６９番地１ 常　勤:    1医院　理事長　相川　 組織変更 現存
     (医       1)義智 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704-1203-1 医療法人　山田皮膚科〒693-0051 0853-24-4112医療法人山田皮膚科医山田　義貴 平11.11. 1皮   診療所
     医院 出雲市小山町２６９番地４ 常　勤:    1院　理事長　山田　義 組織変更 現存
     (医       1)貴 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804-1204-9 打田耳鼻咽喉科医院 〒693-0024 0853-24-1678医療法人打田耳鼻咽喉打田　理成 平12. 2.12耳い 診療所
     出雲市塩冶神前５丁目２番１８号常　勤:    1科医院　理事長　打田 移動 現存
     (医       1)　理成 平30. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904-1205-6 医療法人嘉村医院 〒693-0101 0853-48-0666医療法人嘉村医院　理嘉村　正徳 平12. 3. 4内   消   リウ診療所
     出雲市上島町１０２５ 常　勤:    1事長　嘉村　正徳 移動 現存
     (医       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004-1211-4 児玉医院 〒699-0824 0853-43-1365児玉　啓介 児玉　啓介 平13. 1.19内   外   整外診療所
     出雲市西神西町５１５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104-1212-2 なかたに耳鼻咽喉科医〒699-0821 0853-43-2234医療法人　美玲会　理仲谷　茂 平13. 8. 1耳い 診療所
     院 出雲市大島町２１番地３ 常　勤:    1事長　仲谷　茂 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204-1218-9 医療法人　板垣医院 〒693-0064 0853-21-1772医療法人　板垣医院　板垣　哲朗 平15. 1. 1内   小   胃  診療所
     出雲市里方町８７２番地 常　勤:    1理事長　板垣　哲朗 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304-1219-7 今岡皮膚科クリニック〒693-0033 0853-30-6277医療法人　千登会　理今岡　かおる 平15. 3. 1内   神内 小  診療所
     出雲市知井宮町１３７９番地６ 常　勤:    1事長　今岡　かおる 組織変更 整外 皮   現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404-1222-1 出雲医院 〒693-0007 0853-30-6060医療法人社団爽治会　田丸　直美 平15.11.19内   リウ アレ診療所
     出雲市駅北町５番地１ 常　勤:    1理事長　山東　哲夫 移動 現存
     (医       1) 平27.11.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504-1223-9 たなかペインクリニッ〒693-0005 0853-30-6070医療法人　たなかペイ田中　章生 平16. 1. 1神内 整外 リハ診療所
     ク 出雲市天神町５６４番地３ 常　勤:    1ンクリニック　理事長 組織変更 麻   現存
     (医       1)　田中　章生 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25604-1224-7 日本ホリスティックク〒693-0028 0853-25-1311星野　元 星野　元 平16. 3. 1内   精   リハ診療所
     リニック佐々木医院 出雲市塩冶善行町１４－１ 常　勤:    1 新規 心内 アレ 他  現存
     (医       1) 平28. 3. 1漢方内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25704-1226-2 山根クリニック 〒693-0035 0853-21-2810医療法人　山根クリニ山根　一男 平16. 4. 1内   循   小  診療所
     出雲市芦渡町７８９番地２ 常　勤:    1ック　理事長　山根　 組織変更 放   現存
     (医       1)一男 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804-1233-8 医療法人仁和会　白枝〒693-0006 0853-25-2110医療法人　仁和会　白石橋　仁至 平17. 1. 1内   胃   小  診療所
     内科クリニック 出雲市白枝町８８９番地１ 常　勤:    1枝内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　石橋　仁至 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904-1235-3 さくらクリニック 〒693-0068 0853-23-3987荒木　朱美 荒木　朱美 平17. 2.15内   整外 リハ診療所
     出雲市姫原３丁目１番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004-1236-1 出雲休日・夜間診療所〒693-0028 0853-22-5543出雲市　出雲市長　長堀江　卓史 平17. 3.13内   小   診療所
     出雲市塩冶善行町１番地 常　勤:    1岡　秀人 移動 現存
     (医       1) 平29. 3.13
     非常勤:  176
     (医     176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104-1237-9 竹内クリニック 〒693-0021 0853-23-8686竹内　隆 竹内　隆 平17. 4. 1精   神   心内診療所
     出雲市塩冶町１４６６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204-1238-7 医療法人同仁会あさひ〒693-0021 0853-20-1058医療法人　同仁会　理糸賀　基 平17. 4.11精   心内 診療所
     クリニック 出雲市塩冶町９５０－２ 常　勤:    1事長　櫻井　照久 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304-1239-5 いまむら耳鼻咽喉科医〒691-0011 0853-63-4133医療法人社団　駿優会今村　隆久 平17. 6. 1耳い アレ 診療所
     院 出雲市国富町８３３－１０ 常　勤:    1　理事長　今村　隆久 移動 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404-1240-3 医療法人壽生会　寿生〒693-0022 0853-24-2160医療法人　壽生会　理白澤　明 平17. 6. 7療養 病院
     病院 出雲市上塩冶町２８６２番地１ 常　勤:    4事長　上野　征夫 移動     療養   239療養病床
     (医       4) 平29. 6. 7内   現存
     非常勤:   63
     (医      63)
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  26504-1241-1 そうみやクリニック 〒693-0004 0853-22-0333宗宮　基 宗宮　基 平17.11. 1内   他   診療所
     出雲市渡橋町７３０－１ 常　勤:    1 新規 内分泌内科・糖現存
     (医       1) 平29.11. 1尿病内科・代謝
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604-1243-7 わたなべこどもレディ〒693-0014 0853-30-8020医療法人わたなべこど渡邊　浩 平18. 1. 1小   婦   アレ診療所
     ースクリニック 出雲市武志町８３６番地３ 常　勤:    2もレディースクリニッ 組織変更 現存
     (医       2)ク　理事長　渡邊　浩 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704-1244-5 医療法人　あいあいク〒693-0021 0853-22-0022医療法人　あいあいク山﨑　俊樹 平18. 2. 1内   放   脳外診療所
     リニック 出雲市塩冶町１４０８番地７０ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 リハ 心内 現存
     (医       1)﨑　俊樹 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26804-1246-0 手納医院 〒693-0051 0853-22-6660手納　信一 手納　信一 平18. 4. 1内   小   眼  診療所
     出雲市小山町３００－３ 常　勤:    3 交代 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904-1248-6 ますだ眼科クリニック〒693-0024 0853-30-0505枡田　尚 枡田　尚 平18. 4.18一般         5診療所
     出雲市塩冶神前４丁目６番４号 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27004-1250-2 にしこおり耳鼻咽喉科〒693-0012 0853-30-0333錦織　朋之 錦織　朋之 平18.11. 1皮   耳い アレ診療所
     クリニック 出雲市大津新崎町２－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104-1251-0 江田クリニック産婦人〒693-0011 0853-30-7888医療法人江田クリニッ江田　芳美 平19. 3. 1一般        10診療所
     科 出雲市大津町２６０番地 常　勤:    1ク　理事長　江田　芳 組織変更 産婦 現存
     (医       1)美 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204-1252-8 出雲市民病院 〒693-0021 0853-21-2722出雲医療生活協同組合小松　泰介 平19. 4. 1一般       180病院
     出雲市塩冶町１５３６ー１ 常　勤:    8　理事長　象谷　幸正 組織変更 内   神内 消  現存
     (医       8) 平25. 4. 1循   外   整外
     非常勤:  100 ひ   眼   耳い
     (医     100) リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304-1253-6 出雲市民リハビリテー〒693-0033 0853-21-2733出雲医療生活協同組合石田　徹 平19. 4. 1一般        58病院
     ション病院 出雲市知井宮町２３８ 常　勤:    5　理事長　象谷　幸正 組織変更 療養        58療養病床
     (医       5) 平25. 4. 1内   リハ 小  現存
     非常勤:   69
     (医      69)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27404-1254-4 大曲診療所 〒693-0011 0853-21-1186出雲医療生活協同組合藤原　悠子 平19. 4. 1内   小   外  診療所
     出雲市大津町１９４１ 常　勤:    3　理事長　象谷　幸正 組織変更 現存
     (医       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504-1256-9 クリニックかんど 〒693-0037 0853-25-2552医療法人　かんど会　藤田　委由 平19. 7. 1内   診療所
     出雲市西新町２丁目２４５７番地常　勤:    1理事長　藤田　委由 新規 現存
     ７ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604-1257-7 きむらこどもファミリ〒693-0037 0853-20-0903医療法人　きむらこど木村　正彦 平19. 7. 1内   小   診療所
     ークリニック 出雲市西新町１丁目２５４８番地常　勤:    1もファミリークリニッ 組織変更 現存
     ９ (医       1)ク　理事長　木村　正 平25. 7. 1
     彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27704-1260-1 三原医院 〒693-0001 0853-21-0284三原　崇文 三原　崇文 平19.10.31一般 診療所
     出雲市今市町１６０５ 常　勤:    2 交代     一般     1現存
     (医       2) 平25.10.31内   消胃 胃  
     消   ひ   産婦
     産   婦   性  
     眼   
     眼科追加年月日
     Ｈ２５．５．１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804-1261-9 島根県立こころの医療〒693-0032 0853-30-0556島根県　病院事業管理小林　孝文 平20. 2. 1精神       224病院
     センター 出雲市下古志町１５７４－４ 常　勤:   10者　中川　正久 移動 精   神内 心内現存
     (医      10) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27904-1262-7 塩津診療所 〒691-0044 0853-66-1300出雲市　出雲市長　長浪花　宏幸 平20. 2. 1内   診療所
     出雲市塩津町７８番地３ 常　勤:    1岡　秀人 移動 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004-1265-0 かつべ眼科クリニック〒693-0001 0853-25-0212勝部　透 勝部　透 平20. 6. 1眼   診療所
     出雲市今市町藤ヶ森２０７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28104-1266-8 はしもと内科クリニッ〒693-0001 0853-25-0211橋本　朋之 橋本　朋之 平20. 6. 1内   消   診療所
     ク 出雲市今市町藤ヶ森２０７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204-1270-0 佐田診療所 〒693-0506 0853-84-0410土谷　治久 土谷　治久 平20.12.10内   神内 小  診療所
     出雲市佐田町反辺１３７０－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304-1272-6 はら呼吸器内科クリニ〒693-0068 0853-25-7455原　克之 原　克之 平21. 7. 1内   呼内 診療所
     ック 出雲市姫原三丁目５番７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404-1273-4 つむらファミリークリ〒693-0004 0853-23-9393医療法人つむらファミ津村　久美 平21. 8. 1内   小   診療所
     ニック　くみ小児科 出雲市渡橋町８５８番地１ 常　勤:    2リークリニック　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　津村　弘人 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28504-1274-2 医療法人　姫野クリニ〒693-0021 0853-20-2566医療法人　姫野クリニ姫野　安敏 平21. 9.28ひ   内   診療所
     ック 出雲市塩冶町１０６９番地 常　勤:    2ック　理事長　姫野　 移動 現存
     (医       2)安敏 平27. 9.28
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28604-1275-9 えだクリニック整形外〒693-0001 0853-25-0210医療法人　江田クリニ江田　有史 平22. 5. 1整外 リハ 放  診療所
     科リハビリテーション出雲市今市町藤ヶ森２０７４番地常　勤:    3ック　理事長　江田　 組織変更 現存
     科 (医       3)芳美 平28. 5. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28704-1277-5 在宅診療所いずも 〒693-0032 0853-24-8151社団医療法人　つたや宮本　寛 平22.10. 1内   麻   診療所
     出雲市下古志町７１３－１ 常　勤:    1会　理事長　宮本　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28804-1278-3 渡辺眼科医院 〒693-0011 0853-21-0198渡邊　達磨 渡邊　達磨 平22.12. 6眼   診療所
     出雲市大津町１１０１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28904-1279-1 医院 〒693-0004 0853-30-6077医療法人　晴善会　理 　博二郎 平23. 4. 1内   外   ひ  診療所
     出雲市渡橋町９２０番地１ 常　勤:    2事長　 　博二郎 組織変更 リハ 麻   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29004-1281-7 佐藤内科クリニック 〒693-0031 0853-24-7766佐藤　秀俊 佐藤　秀俊 平23.11. 9内   他   診療所
     出雲市古志町１１０７－１ 常　勤:    1 新規 循環器内科・呼現存
     (医       1) 平29.11. 9吸器内科・糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29104-1284-1 錦織整形外科医院 〒693-0012 0853-22-1133錦織　哲也 錦織　哲也 平25. 3. 1整外 診療所
     出雲市大津新崎町６丁目３６番地常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204-1285-8 まつざきクリニック 〒693-0068 0853-31-7700医療法人松﨑クリニッ松 　太志 平25. 4. 1精   心内 内  診療所
     出雲市姫原４丁目１０番地２ 常　勤:    1ク　理事長　松 　太 移動 現存
     (医       1)志 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304-1286-6 おおつ内科クリニック〒693-0011 0853-25-7800古田　賢司 古田　賢司 平25. 4. 1内   消   診療所
     出雲市大津町１７０８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29404-1287-4 社団医療法人　ホーム〒693-0006 0853-25-7862社団医療法人　ホーム奥野　誠 平25. 9. 1内   診療所
     クリニック暖 出雲市白枝町１０３５番地４ 常　勤:    1クリニック暖　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　奥野　誠 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29504-1288-2 たけだファミリークリ〒699-0822 0853-43-3355武田　仁志 武田　仁志 平25.11. 7内   小   他  診療所
     ニック 出雲市神西沖町１４５５－１ 常　勤:    1 移動 他は消化器内科現存
     (医       1) 平25.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604-1289-0 さつきクリニック 〒691-0001 0853-63-5601佐藤　比登美 佐藤　比登美 平26. 6. 1小   内   神  診療所
     出雲市平田町２９４４番地２０ 常　勤:    1 組織変更 心内 精   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704-1290-8 石川脳神経内科医院 〒693-0022 0853-27-9056石川　厚 石川　厚 平26. 7. 1神内 内   診療所
     出雲市上塩冶町１６３０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29804-1291-6 須佐クリニック 〒693-0003 0853-24-9191須佐　建央 須佐　建央 平26.10. 1内   他   神内診療所
     出雲市今市町南本町２７－５ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29904-1292-4 加藤医院 〒693-0002 0853-21-5520加藤　裕司 加藤　裕司 平27. 1. 1内   神内 診療所
     出雲市今市町北本町一丁目７－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004-1294-0 髙垣皮膚科クリニック〒693-0045 0853-28-1221髙垣　謙二 髙垣　謙二 平27. 4. 1皮   診療所
     出雲市東園町４９８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104-1295-7 かつべ眼科クリニック〒691-0001 0853-31-7311勝部　透 勝部　透 平27.11. 5眼   診療所
     　平田分院 出雲市平田町１５８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30204-1296-5 医療法人社団　ｇｒａ〒693-0022 0853-81-1151医療法人社団　ｇｒａ草竹　兼司 平28. 1. 1形外 皮   診療所
     ｓｓｂａｍｂｏｏ　形出雲市上塩冶町２６６３番１号 常　勤:    1ｓｓｂａｍｂｏｏ　理 新規 現存
     成外科皮膚科　草竹ク (医       1)事長　草竹　兼司 平28. 1. 1
     リニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30304-1297-3 豆の木在宅診療所 〒693-0054 0853-24-7336美川　達郎 美川　達郎 平28. 2. 1内   呼内 診療所
     出雲市浜町５３６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30404-1298-1 すたに呼吸器内科クリ〒693-0024 0853-25-1159医療法人　須谷医院　須谷　顕尚 平28. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 出雲市塩冶神前２丁目１番２２号常　勤:    1理事長　須谷　生男 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30504-1299-9 公益財団法人　ヘルス〒693-0021 0853-22-9343公益財団法人　ヘルス大城　等 平28.11. 1内   診療所
     サイエンスセンター島出雲市塩冶町２２３－７ 常　勤:    2サイエンスセンター島 新規 現存
     根 (医       2)根　理事長　廣澤　卓 平28.11. 1
     非常勤:   22嗣
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30604-1300-5 とよだ内科頭痛クリニ〒693-0004 0853-25-8833豊田　元哉 豊田　元哉 平29. 3. 1内   神内 心内診療所
     ック 出雲市渡橋町３７０－３ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 3. 1漢方内科
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  30704-1301-3 福田整形外科医院 〒693-0012 0853-22-5811医療法人幸和会　理事福田　幸久 平29. 5. 1外   整外 リハ診療所
     出雲市大津新崎町一丁目５１番地常　勤:    1長　福田　幸久 移動 リウ 現存
     ３ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30804-1302-1 さとうクリニック 〒691-0001 0853-62-4311医療法人さとうクリニ佐藤　正保 平29. 9. 1神内 内   小  診療所
     出雲市平田町９８９－１ 常　勤:    1ック　理事長　佐藤　 組織変更 精   現存
     (医       1)正保 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30904-1303-9 統合医療　出雲いいじ〒699-0701 0853-25-8724飯島　慶郎 飯島　慶郎 平29.10. 1他   心内 内  診療所
     まクリニック 出雲市大社町杵築東４５４ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平29.10. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31004-1305-4 いづも八咫クリニック〒693-0082 0853-25-2688高橋　也尚 高橋　也尚 平30. 2. 1内   婦   皮  診療所
     出雲市中野美保南２丁目１－５ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平30. 2. 1疼痛緩和内科、
     漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105-1002-4 医療法人恵和会石東病〒694-0064 0854-82-1035医療法人　恵和会　理安田　英彰 昭35. 3. 9精神       168病院
     院 大田市大田町大田イ８６０番地３常　勤:    6事長　橘　久之 新規 療養 現存
     (医       6) 平29. 3. 9    介護    42
     非常勤:   20 内   精   神  
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31205-1025-5 根冝婦人科クリニック〒694-0064 0854-82-1027根冝　祐平 根冝　祐平 昭43.12. 2一般         6診療所
     大田市大田町大田ハ２０９ 常　勤:    1 新規 婦   現存
     (医       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305-1061-0 石田医院 〒694-0064 08548-2-1160石田　幸十郎 石田　幸十郎 昭63. 5. 6内   循   小  診療所
     大田市大田町大田ハ９１ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405-1062-8 山口診療所 〒694-0002 0854-86-0478石田　幸十郎 石田　幸十郎 昭63. 6. 1内   循   小  診療所
     大田市山口町山口１１８１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505-1066-9 医療法人社団田原医院〒694-0051 08548-2-5115医療法人社団　田原医田原　剛 平元. 8. 1一般 診療所
     大田市久手町波根西１８３４－６常　勤:    1院　理事長　田原　剛 新規     一般     7現存
     (医       1) 平28. 8. 1療養
     非常勤:    1     療養    12
     (医       1) 内   小   胃  
     皮   
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  31605-1068-5 医療法人社団慶生会　〒694-0064 0854-82-6161医療法人社団　慶生会生越　英二 平元. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     生越整形外科クリニッ大田市大田町大田イ２６３－８ 常　勤:    1　理事長　生越　英二 新規 現存
     ク (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705-1073-5 医療法人社団　福田医〒699-2211 08548-5-8526医療法人社団福田医院福田　一雄 平 2.10. 1一般        19診療所
     院 大田市波根町字古川２０２８ 常　勤:    2　理事長　福田　一雄 新規 内   消   小  療養病床
     (医       2) 平29.10. 1リハ 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805-1074-3 よしおか小児科・循環〒694-0064 08548-2-8333吉岡　史夫 吉岡　史夫 平 3. 6.15循   小   診療所
     器科 大田市大田町大田イ８１２－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905-1076-8 合原医院 〒694-0064 08548-2-1737医療法人社団合原医院合原　儀行 平 3. 7. 1内   胃   小  診療所
     大田市大田町大田イ１９０ 常　勤:    1　理事長　合原　儀行 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005-1077-6 医療法人社団合原医院〒694-0054 08548-4-8201医療法人社団合原医院合原　儀行 平 3. 7. 1内   胃   小  診療所
     鳥井診療所 大田市鳥井町鳥井１８５－４ 常　勤:    1　理事長　合原　儀行 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105-1079-2 中崎医院 〒694-0064 0854-82-0006土屋　實範 土屋　實範 平 4. 5. 3内   消   小  診療所
     大田市大田町大田イ３６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205-1081-8 医療法人社団橘林堂　〒694-0013 080-6328-5703医療法人社団　橘林堂川上　興一 平 4.10. 1内   消   循  診療所
     川上医院吉永出張所 大田市川合町吉永１０４２－７ 常　勤:    1　理事長　川上　興一 新規 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305-1082-6 池田診療所 〒694-0223 08548-3-3084長坂　行博 長坂　行博 平 5. 9.20内   循   小  診療所
     大田市三瓶町池田２２６７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405-1083-4 渡辺医院 〒694-0064 08548-2-9345渡邊　隆 渡邊　隆 平 6. 4.19内   小   診療所
     大田市大田町大田ロ１０３１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 4.19
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  32505-1087-5 医療法人橘林堂　川上〒694-0011 08548-2-0296医療法人社団　橘林堂川上　興一 平 9. 5. 1内   小   循  診療所
     医院 大田市川合町川合字比之郷１２４常　勤:    1　川上医院　理事長　 移動 消   現存
     ２番地１ (医       1)川上　興一 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32605-1089-1 大田市立病院 〒694-0063 0854-82-0330大田市　大田市長　楫西尾　祐二 平11. 2. 1一般       280総合病院
     大田市大田町吉永１４２８－３ 常　勤:   25野　弘和 組織変更 一般（感染） 療養病床
     (医      25) 平29. 2. 1             4現存
     非常勤:   98 療養        55
     (医      98) 内   精   神内
     呼内 消   循  
     小   外   整外
     脳外 呼外 心外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32705-1101-4 小野医院 〒694-0052 08548-2-8328小野　眞一 小野　眞一 平12. 9.17内   小   外  診療所
     大田市久手町刺鹿２４１５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805-1103-0 上垣医院 〒694-0064 0854-82-0270医療法人社団　賢宏会上垣　賢 平13.11.16一般        16診療所
     大田市大田町大田イ３１９番地１常　勤:    2　理事長　上垣　賢 組織変更 胃   外   整外現存
     (医       2) 平25.11.16リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905-1104-8 仁寿診療所　そじき 〒694-0431 0854-85-2303社会医療法人　仁寿会加藤　恭子 平14. 4.15内   診療所
     大田市祖式町１０８２番地２ 常　勤:    1　理事長　加藤　節司 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005-1106-3 大田呼吸循環クリニッ〒694-0064 0854-82-0036中島　秀嗣 中島　秀嗣 平14. 5.13一般        19診療所
     ク 大田市大田町大田ハ１４５ 常　勤:    2 交代 内   呼   消  現存
     (医       2) 平26. 5.13循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33105-1107-1 わだ耳鼻咽喉科医院 〒694-0064 0854-84-0800医療法人　わだ耳鼻咽和田　昌弘 平16. 4. 1耳い 診療所
     大田市大田町大田イ２００番地３常　勤:    1喉科医院　理事長　和 組織変更 現存
     (医       1)田　昌弘 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205-1109-7 医療法人　大田姫野ク〒694-0064 0854-84-0788医療法人　姫野クリニ滋野　和志 平19. 4. 1ひ   診療所
     リニック 大田市大田町大田イ１４番地２ 常　勤:    2ック　理事長　姫野　 新規 現存
     (医       2)安敏 平25. 4. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
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  33305-1110-5 医療法人社団摯静会　〒694-0041 0854-84-0707医療法人社団摯静会　山内　克実 平19. 8. 1内   小   診療所
     やまうち内科 大田市長久町長久ロ２２５番地５常　勤:    1やまうち内科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　山内　克実 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33405-1112-1 医療法人社団　森医院〒699-2507 0855-66-0366医療法人社団　森医院森　眞爾 平20.11. 1内   小   診療所
     　井田診療所 大田市温泉津町井田ロ２４８－２常　勤:    1　理事長　森　眞爾 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33505-1113-9 須田医院 〒699-2301 0854-88-2124医療法人　弘生堂　理須田　道雄 平21. 4.13内   小   心内診療所
     大田市仁摩町仁万８６２番地１ 常　勤:    2事長　須田道雄 移動 現存
     (医       2) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33605-1114-7 医療法人銀泉会湯里診〒699-2502 0854-88-9030医療法人銀泉会　理事泉　司郎 平21.10. 1内   診療所
     療所 大田市温泉津町湯里１６４２番１常　勤:    1長　泉　司郎 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705-1115-4 木島医院 〒694-0052 0854-82-8527木島　良民 木島　良民 平21.10.31内   消   循  診療所
     大田市久手町刺鹿２７３２ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27.10.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805-1117-0 医療法人井上眼科医院〒694-0064 08548-2-1008医療法人井上眼科医院井上　仁 平22. 7. 1一般         2診療所
     大田市大田町大田イ１９２－１５常　勤:    1　理事長　井上　仁 移動 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905-1118-8 郷原医院 〒694-0024 0854-82-0817医療法人　郷原医院　福田　亮 平23.10. 1一般 診療所
     大田市久利町久利７２６番地４ 常　勤:    1理事長　福田　亮 組織変更     一般    10現存
     (医       1) 平29.10. 1内   小   他  
     非常勤:    2 呼内 
     (医       2) 肝臓・消化器内
     科、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005-1120-4 本田皮膚科医院 〒694-0064 0854-83-7788本田　栄 本田　栄 平24. 5. 1皮   診療所
     大田市大田町大田ロ１０３１－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105-1121-2 大田シルバークリニッ〒694-0064 0854-83-7757岡田　和悟 岡田　和悟 平25. 8. 1内   神内 診療所
     ク 大田市大田町大田イ４７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  34205-1122-0 医療法人社団悠伸会　〒694-0064 0854-83-7800医療法人社団悠伸会　梅枝　伸行 平26. 9. 1内   神内 他  診療所
     うめがえ内科クリニッ大田市大田町大田ロ１１８６番地常　勤:    1理事長　梅枝　伸行 組織変更 心内 現存
     ク ２ (医       1) 平26. 9. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305-1123-8 仁寿診療所ながひさ 〒694-0041 0854-83-7166社会医療法人仁寿会　山本　和彦 平27. 4. 1内   診療所
     大田市長久町長久ハ２４－２ 常　勤:    1理事長　加藤　節司 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405-1124-6 昭和医院 〒694-0064 08548-2-3492合原　大博 合原　大博 平28. 4. 2内   他   診療所
     大田市大田町大田イ１２７ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-1127-9 秦クリニック　志学診〒694-0222 0854-83-2002秦　憲明 秦　憲明 平29. 4. 1内   小   診療所
     療所 大田市三瓶町志学ロ３６７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-1128-7 ふじわら眼科クリニッ〒694-0064 0854-86-8131藤原　裕丈 藤原　裕丈 平30. 5. 1眼   診療所
     ク 大田市大田町大田ロ１１８１番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706-1003-0 社会福祉法人　島根整〒695-0001 0855-52-2442社会福祉法人　島根整中寺　尚志 昭35. 9. 1一般        56病院
     (06-3024-0) 肢学園　西部島根医療江津市渡津町１９２６番地 常　勤:    6肢学園　理事長　木原 新規 療養 療養病床
     福祉センター (医       5)　清 平29. 9. 1    療養    56現存
     (歯       1) 整外 小   耳い
     非常勤:   52 内   皮   リハ
     (医      48) 歯外 リウ 他  
     (歯       4) 神内 外   小外
     呼外 
     循環器内科、糖
     尿病内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806-1034-5 山崎病院 〒695-0011 0855-52-2816山崎　一成 山崎　一成 昭49. 2. 3療養         6病院
     江津市江津町８１３番地１ 常　勤:    1 新規 療養 現存
     (医       1) 平28. 2. 3    介護    29
     非常勤:   15 内   神内 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906-1042-8 もりとう内科クリニッ〒695-0011 0855-52-2057森藤　一明 森藤　一明 昭56. 5.28内   小   診療所
     ク 江津市江津町１２８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5.28
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  35006-1045-1 川島耳鼻咽喉科医院 〒695-0016 0855-52-3933川島　周平 川島　周平 昭62. 4.20耳い 診療所
     江津市嘉久志町イ１２２９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106-1047-7 渡利小児科内科医院 〒695-0011 0855-52-2039渡利　寛 渡利　寛 昭62.11.18内   小   診療所
     江津市江津町１５２０－４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206-1051-9 医療法人社団能美医院〒695-0152 0855-56-2207医療法人社団　能美医能美　一政 平 2. 1. 1内   小   診療所
     跡市分院 江津市跡市町５９８－３ 常　勤:    1院　理事長　能美　一 新規 現存
     (医       1)政 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35306-1052-7 医療法人社団森医院浅〒695-0002 0855-55-1022医療法人社団森医院　森　眞爾 平 2. 5. 1内   小   診療所
     利診療所 江津市浅利町３１８－１ 常　勤:    1理事長　森　眞爾 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406-1053-5 医療法人社団森医院黒〒699-2831 0855-55-1616医療法人社団森医院　森　眞爾 平 2. 5. 1内   小   診療所
     松診療所 江津市黒松町６５９－１ 常　勤:    1理事長　森　眞爾 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506-1054-3 医療法人社団森医院尾〒699-2841 0855-55-0038医療法人社団森医院　森　眞爾 平 2. 5. 1内   小   診療所
     浜診療所 江津市後地町１８３８－１ 常　勤:    1理事長　森　眞爾 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606-1055-0 医療法人明愛会鈴木内〒695-0017 0855-52-3739医療法人明愛会　理事鈴木　信介 平 2. 6. 5一般        19診療所
     科眼科医院 江津市和木町５３２－１２ 常　勤:    2長　鈴木　信介 新規 内   眼   皮  現存
     (医       2) 平29. 6. 5神内 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706-1057-6 医療法人社団花田医院〒699-2833 0855-55-0125医療法人社団花田医院花田　有二 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     波積診療所 江津市波積町本郷３２５－１ 常　勤:    1　理事長　花田　有二 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806-1058-4 医療法人社団花田医院〒695-0002 0855-55-1002医療法人社団花田医院花田　有二 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     浅利分院 江津市浅利町８４３－１ 常　勤:    1　理事長　花田　有二 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906-1059-2 医療法人恒仁会山脇整〒695-0017 0855-52-5530医療法人恒仁会　理事山脇　州裕 平 3. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 江津市和木町６０９番地１６ 常　勤:    2長　山脇　州裕 新規 療養病床
     (医       2) 平24. 9. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36006-1062-6 医療法人心和会船津内〒695-0016 0855-52-3203医療法人　心和会　理舩津　康裕 平 4. 7. 1内   消   診療所
     科医院 江津市嘉久志町イ１２２０－４ 常　勤:    2事長　舩津　康裕 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36106-1063-4 医療法人社団　能美医〒695-0024 0855-53-0456医療法人社団能美医院能美　一政 平 6. 4. 1内   小   放  診療所
     院 江津市二宮町神主２２６０－３ 常　勤:    1　理事長　能美　一政 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206-1064-2 国沢内科医院 〒695-0021 0855-53-0324医療法人社団爽治会　佐藤　正人 平 6. 8. 1内   小   放  診療所
     江津市都野津町１９７２－１ 常　勤:    1理事長　山東　哲夫 新規 療養病床
     (医       1) 平24. 8. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36306-1067-5 医療法人社団花田医院〒699-2841 0855-55-0005医療法人社団花田医院花田　有二 平 9. 5. 1内   循   小  診療所
     江津市後地町３０２３ 常　勤:    1　理事長　花田　有二 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36406-1073-3 もりとう内科松平診療〒695-0004 0855-57-0050森藤　一明 森藤　一明 平13. 5.15内   小   診療所
     所 江津市松川町市村６５８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506-1075-8 島根県済生会江津総合〒695-8505 0855-54-0101社会福祉法人恩賜財団中澤　芳夫 平18. 6. 1一般       172総合病院
     病院 江津市江津町１０１６番地３７ 常　勤:   16済生会島根県済生会支 移動 療養       128療養病床
     (医      16)部　島根県済生会支部 平30. 6. 1内   神内 呼  現存
     非常勤:  136長　田中　増次 消   循   小  
     (医     136) 外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   他  
     精   
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606-1076-6 井廻医院 〒695-0016 0855-52-2307井廻　宏 井廻　宏 平19. 8.14内   胃   診療所
     江津市嘉久志町イ１４９４番地９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706-1077-4 有福クリニック 〒695-0156 0855-56-0234佐々木　晋 佐々木　晋 平22. 1. 1内   外   整外診療所
     江津市有福温泉町５４６番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806-1079-0 船津内科川戸クリニッ〒699-4226 0855-92-8010医療法人心和会　理事舩津　和夫 平22. 5. 1内   診療所
     ク 江津市桜江町川戸１７８番地１ 常　勤:    1長　舩津　康裕 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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  36906-1080-8 敬川沖田クリニック 〒699-3162 0855-53-0050沖田　泰治 沖田　泰治 平22. 9. 1内   外   整外診療所
     江津市敬川町２９６－６ 常　勤:    2 新規 麻   リハ 現存
     (医       2) 平28. 9. 1麻酔科はペイン
     クリニック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006-1081-6 びおら小児科 〒699-3162 0855-53-5355医療法人すみれ小児科瀧川　弘敏 平23. 3. 3小   アレ 診療所
     江津市敬川町２９０－１ 常　勤:    1　理事長　瀧川　弘敏 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106-1082-4 つのづ内科循環器 〒695-0021 0855-53-1100國澤　良嗣 國澤　良嗣 平24. 7. 2内   他   診療所
     江津市都野津町２３６３－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206-1084-0 おかだファミリークリ〒695-0021 0855-52-7899岡田　浩文 岡田　浩文 平28. 9. 1内   他   診療所
     ニック 江津市都野津町２３７９－３ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37307-1003-8 社会医療法人清和会西〒697-0052 0855-22-2390社会医療法人　清和会荒木　正人 昭32. 9.14精神       408病院
     川病院 浜田市港町２９３－２ 常　勤:   12　理事長　荒木　正人 新規 内   精   神  現存
     (医      12) 平29. 9.14
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37407-1054-1 神在坂クリニック大橋〒697-0023 0855-23-2150大橋　清秀 大橋　清秀 昭53. 4. 3一般         5診療所
     整形外科医院 浜田市長沢町１４５１ 常　勤:    1 新規 療養 現存
     (医       1) 平29. 4. 3    介護    12
     整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507-1058-2 浜田市休日応急診療所〒697-0027 0855-22-2612浜田市　浜田市長　久佐藤　誠 昭55. 7. 1内   小   診療所
     浜田市殿町１番地 常　勤:    2保田　章市 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607-1060-8 山崎医院 〒697-0024 0855-23-3387山崎　太朗 山崎　太朗 昭55.10. 3耳い 診療所
     浜田市黒川町４２３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707-1061-6 江木医院 〒697-0041 0855-22-1181江木　徹 江木　徹 昭55.11. 1一般         1診療所
     浜田市片庭町６４ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37807-1065-7 小池医院 〒697-1322 0855-27-1020小池　茂之 小池　茂之 昭57. 5. 7内   心内 小  診療所
     浜田市日脚町４２５ 常　勤:    1 新規 アレ 精   整外現存
     (医       1) 平30. 5. 7
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37907-1071-5 飯塚皮膚科 〒697-0023 0855-23-6625飯塚　恒敏 飯塚　恒敏 昭63. 5. 6皮   診療所
     浜田市長沢町３１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38007-1073-1 島田病院 〒697-0027 0855-22-2511島田　康夫 島田　康夫 昭63. 8.11療養        10病院
     浜田市殿町８３－３０ 常　勤:    1 新規 療養 療養病床
     (医       1) 平24. 8.11    介護    32現存
     非常勤:   14 内   神内 
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38107-1074-9 浜田市国民健康保険大〒697-1337 0855-26-0014浜田市　浜田市長　久飯島　慶郎 平元. 2.13内   他   心内診療所
     麻診療所 浜田市西村町１０３１の５ 常　勤:    1保田　章市 新規 他：漢方内科 現存
     (医       1) 平28. 2.13
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207-1075-6 医療法人社団　沖田内〒697-0044 0855-22-0767医療法人社団　沖田内沖田　浩一 昭64. 1. 1内   消   診療所
     科医院 浜田市蛭子町２０－１ 常　勤:    1科医院　理事長　沖田 新規 現存
     (医       1)　瑛一 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307-1076-4 医療法人河野眼科医院〒697-0027 0855-23-0404医療法人　河野眼科医河野　通久 平元. 5. 6眼   診療所
     浜田市殿町１７－２ 常　勤:    1院　理事長　河野　通 新規 現存
     (医       1)久 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38407-1077-2 医療法人社団西川胃腸〒697-0034 0855-23-0100医療法人社団　西川胃西川　睦彦 平元. 6. 1内   胃   消  診療所
     科内科医院 浜田市相生町３９６２－１ 常　勤:    1腸科内科医院　理事長 新規 現存
     (医       1)　西川　睦彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38507-1078-0 医療法人社団やすぎク〒697-0006 0855-28-1911医療法人社団　やすぎ石根　昌幸 平 2. 1. 1内   神内 他  診療所
     リニック 浜田市下府町６９－１ 常　勤:    3クリニック　理事長　 新規 消化器内科、循現存
     (医       3)八杉　伸輔 平29. 1. 1環器内科、老年
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38607-1081-4 半田医院 〒697-0052 0855-22-0288医療法人春林会　理事半田　貢雪 平 2.10. 1胃   外   こう診療所
     浜田市港町１９９－１ 常　勤:    1長　半田　貢雪 新規 麻   内   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38707-1082-2 おさだ眼科クリニック〒697-0022 0855-22-0022長田　健二 長田　健二 平 3. 4. 1一般         6診療所
     浜田市浅井町１５０８－１１ 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807-1084-8 医療法人社団池田医院〒697-0033 0855-23-5353医療法人社団池田医院池田　嘉之 平 3. 9. 1皮   ひ   診療所
     池田ひ尿器科皮ふ科医浜田市朝日町１４４０ 常　勤:    1　理事長　池田　嘉之 新規 現存
     院 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907-1085-5 笠田医院 〒697-0032 0855-22-1621笠田　守 笠田　守 平 3. 9.25内   形外 皮  診療所
     浜田市牛市町４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007-1086-3 岡本胃腸科内科医院 〒697-0023 0855-23-5555医療法人　岡本胃腸科岡本　英司 平 4. 1. 1内   他   診療所
     浜田市長沢町５５０－２１ 常　勤:    2内科　理事長　岡本　 新規 消化器内科 現存
     (医       2)英樹 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107-1087-1 医療法人北村内科クリ〒697-0003 0855-28-2257医療法人　北村内科ク北村　健二郎 平 4.12. 1内   診療所
     ニック 浜田市国分町１９８１－１５９ 常　勤:    1リニック　理事長　北 新規 現存
     (医       1)村　健二郎 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207-1102-8 医療法人斎藤医院 〒697-0033 0855-23-0228医療法人　斎藤医院　齋藤　寛治 平 7. 8. 1内   小   アレ診療所
     浜田市朝日町１１番地１ 常　勤:    1理事長　齋藤　寛治 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307-1104-4 久保田眼科 〒697-0003 0855-28-2211久保田　浩 久保田　浩 平 9. 5.20眼   診療所
     浜田市国分町１９８１－１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407-1106-9 医療法人社団彌重内科〒697-0054 0855-22-1527医療法人社団　彌重内彌重　博巳 平10. 4. 1内   呼   胃  診療所
     眼科医院 浜田市高田町１７番地 常　勤:    2科眼科医院　理事長　 組織変更 循   小   眼  現存
     (医       2)彌重　博巳 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39507-1111-9 能美クリニック 〒697-0036 0855-22-3231能美　尚 能美　尚 平13. 2.19一般 診療所
     浜田市天満町１１ 常　勤:    1 交代     一般     6現存
     (医       1) 平25. 2.19一般
         療養     9
     内   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607-1112-7 真鍋医院 〒697-0003 0855-28-0031医療法人社団　邦和会真鍋　邦博 平13. 5. 1内   診療所
     浜田市国分町６７７番地１ 常　勤:    1　理事長　真鍋　邦博 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707-1114-3 中村呼吸器内科医院 〒697-1331 0855-27-4593中村　吉秀 中村　吉秀 平14. 7. 1内   呼   小  診療所
     浜田市内村町７８７番地８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807-1118-4 山根病院 〒697-0062 0855-26-0688医療法人　慈誠会　理金藤　英二 平17. 1. 1療養        55病院
     浜田市熱田町１５１７番地１ 常　勤:    5事長　山根　毅 組織変更 内   外   整外療養病床
     (医       5) 平29. 1. 1こう 現存
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907-1119-2 医療法人社団もりわき〒697-1322 0855-24-7510医療法人社団　もりわ森脇　裕平 平17. 1. 1眼   診療所
     眼科 浜田市日脚町２４４番地８ 常　勤:    1き眼科　理事長　森脇 組織変更 現存
     (医       1)　裕平 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007-1120-0 丸山内科クリニック 〒697-0034 0855-22-1115丸山　茂雄 丸山　茂雄 平17. 4. 1内   消   診療所
     浜田市相生町３９２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107-1123-4 さわだこどもクリニッ〒697-0003 0855-28-3777澤田　宏志 澤田　宏志 平17.10.11小   アレ 診療所
     ク 浜田市国分町１９８１－１３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207-1124-2 医療法人社団ＭＯＫＯ〒697-0024 0855-25-0313医療法人社団ＭＯＫＯ大石　和弘 平18. 1. 1内   循   他  診療所
     　大石内科医院 浜田市黒川町１１５番地１ 常　勤:    1大石内科医院　理事長 組織変更 透析 現存
     (医       1)　大石　和弘 平30. 1. 1腎臓内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40307-1125-9 山根病院　三隅分院 〒699-3226 0855-32-4343医療法人　慈誠会　理津森　道弘 平18. 4. 1療養 病院
     浜田市三隅町岡見２９０番地１ 常　勤:    1事長　山根　毅 新規     療養    60療養病床
     (医       1) 平30. 4. 1内   現存
     非常勤:   22
     (医      22)
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  40407-1127-5 三隅整形外科医院 〒697-1326 0855-27-1577三隅　秀樹 三隅　秀樹 平18. 4.18整外 診療所
     浜田市治和町６７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507-1129-1 医療法人　中村整形外〒697-0027 0855-22-3325医療法人　中村整形外森須　正孝 平19. 1. 1一般 診療所
     科 浜田市殿町７４－２ 常　勤:    1科　理事長　森須　正 組織変更     一般    19現存
     (医       1)孝 平25. 1. 1整外 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607-1131-7 医療法人　すみれ小児〒697-0062 0855-26-1006医療法人　すみれ小児瀧川　すみ子 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     科 浜田市熱田町５４１－１ 常　勤:    2科　理事長　瀧川　弘 組織変更 現存
     (医       2)敏 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707-1132-5 ごうばら耳鼻咽喉科 〒697-0024 0855-24-3211医療法人ごうばら耳鼻郷原　良治 平19. 8. 1耳い 診療所
     浜田市黒川町２１３番地１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　郷原 組織変更 現存
     (医       1)　良治 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807-1133-3 都医院 〒697-1326 0855-26-0100医療法人　都医院　理都　仁哉 平19.11. 1内   小   皮  診療所
     浜田市治和町イ１１０番地２ 常　勤:    1事長　都　仁哉 移動 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907-1134-1 島根県立島根あさひ社〒697-0426 0855-45-8171島根県　島根県知事　武田　博士 平20.10. 1眼   診療所
     会復帰促進センター診浜田市旭町丸原３８０番地１５ 常　勤:    1溝口　善兵衛 新規 現存
     療所 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007-1135-8 浜田市国民健康保険波〒697-0213 0855-44-0001浜田市　浜田市長　久佐藤　優子 平21.11. 1内   小   診療所
     佐診療所小国出張所 浜田市金城町小国イ１６０番地１常　勤:    2保田　章市 移動 現存
     (医       2) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107-1136-6 社会医療法人清和会こ〒697-0026 0855-28-7350社会医療法人　清和会内田　有彦 平21.11. 1精   神   心内診療所
     ころクリニックせいわ浜田市田町５２－７ 常　勤:    1　理事長　荒木　正人 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41207-1137-4 医療法人社団やすぎク〒695-0102 0855-28-2646医療法人社団やすぎク石根　直子 平22. 5.12内   小   他  診療所
     リニック　うのピアノ浜田市宇野町２８１番地３ 常　勤:    1リニック　理事長　八 新規 消化器内科　循現存
     クリニック (医       1)杉　伸輔 平28. 5.12環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307-1138-2 医療法人　心療内科田〒697-0023 0855-24-1650医療法人心療内科田中田中　新一 平22. 9. 1精   神   心内診療所
     中クリニック 浜田市長沢町３１５６番 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田中　新一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41407-1139-0 さかね内科 〒697-0027 0855-22-2234医療法人　さかね内科坂根　洋史 平24. 3. 1内   診療所
     浜田市殿町７６－６ 常　勤:    1　理事長　坂根　洋史 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41507-1140-8 医療法人社団　寺井医〒699-3211 0855-32-0038医療法人社団　寺井医寺井　勇 平26. 5. 7内   呼   消  診療所
     院 浜田市三隅町三隅３８２番地１ 常　勤:    1院　理事長　寺井　勇 移動 循   放   小  現存
     (医       1) 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41607-1141-6 医療法人　中村胃腸科〒697-0061 0855-22-8000医療法人　中村胃腸科中村　洋三 平26. 8. 1内   他   診療所
     内科医院 浜田市笠柄町６４番地 常　勤:    1内科医院　理事長　中 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1)村　洋三 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41707-1142-4 中村医院 〒697-0041 0855-22-1183中村　眞 中村　眞 平29. 8.28内   胃   消  診療所
     浜田市片庭町５１－３ 常　勤:    1 交代 リウ アレ 現存
     (医       1) 平29. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41807-1143-2 沖田医院 〒697-0027 0855-22-1555沖田　旺治 沖田　旺治 平30. 4. 1一般 診療所
     浜田市殿町３－１ 常　勤:    2 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平30. 4. 1外   整外 内  
     非常勤:    6 リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41908-1003-6 益田赤十字病院 〒698-8501 0856-22-1480日本赤十字社　社長　木谷　光博 昭46. 6.24一般       276病院
     (08-3017-0) 益田市乙吉町イ１０３番地１ 常　勤:   47近衞　忠煇 新規 結核         4現存
     (医      45) 平28. 6.24一般（感染）
     (歯       2)              4
     非常勤:   97 内   神内 循  
     (医      95) 小   外   整外
     (歯       2) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   歯外 病理
     呼内 他   脳外
     消化器内科、血
     液内科、内分泌
     ・代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008-1060-6 岩本内科医院 〒698-0003 0856-23-1133岩本　正敬 岩本　正敬 昭51. 2.12内   胃   循  診療所
     益田市乙吉町イ２０９の１１ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 2.12
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108-1064-8 神崎内科 〒698-0021 0856-23-4535神崎　清 神崎　清 昭55. 2.15内   診療所
     益田市幸町４－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208-1065-5 斎藤医院 〒698-0036 0856-23-4530斎藤　光城 斎藤　光城 昭55. 4. 3内   小   産婦診療所
     益田市須子町２０番３８号 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308-1066-3 松本医院 〒699-5132 0856-25-2611松本　祐二 松本　祐二 昭59. 6. 1内   小   アレ診療所
     益田市横田町４２９－２３ 常　勤:    1 新規 Ｈ８／７／１よ現存
     (医       1) 平29. 6. 1り診療科目変更
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408-1069-7 清澄メモリアル林医院〒698-0004 0856-22-3352林　正巳 林　正巳 昭61. 6. 1内   外   胃  診療所
     益田市東町１０－３０ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42508-1075-4 公益社団法人　益田市〒699-3676 0856-22-3611公益社団法人　益田市狩野　稔久 昭61. 5. 1一般       211病院
     医師会立　益田地域医益田市遠田町１９１７－２ 常　勤:   13医師会　会長　神崎　 新規 療養        88現存
     療センター医師会病院 (医      13)裕士 平28. 5. 1療養
     非常勤:   95     介護    44
     (医      95) 内   外   整外
     リハ 放   麻  
     他   リウ 呼外
     婦   病理 
     循環器内科、循
     環器外科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608-1077-0 益田地域医療センター〒699-3503 0856-22-3611公益社団法人　益田市狩野　稔久 昭61.11. 1内   診療所
     医師会病院種出張所 益田市下種町１１７９－１ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 休止
     (医       1)裕士 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708-1079-6 真砂診療所 〒698-0411 0856-26-0012斧山　純子 斧山　純子 昭62. 8. 1内   小   診療所
     益田市波田町イ５３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808-1083-8 社会医療法人正光会　〒698-0041 0856-22-8711社会医療法人正光会　坪内　健 昭63. 4. 1精神       215病院
     松ヶ丘病院 益田市高津４丁目２４番１０号 常　勤:    7理事長　越智　斉子 新規 精   神内 心内現存
     (医       7) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908-1084-6 医療法人金島胃腸科外〒698-0041 0856-22-2345医療法人　金島胃腸科金島　新一 平元.10. 1一般         8診療所
     科 益田市高津１丁目９番４号 常　勤:    1外科　理事長　金島　 新規 療養 現存
     (医       1)新一 平28.10. 1    介護    11
     非常勤:    3 内   消胃 胃  
     (医       3) 消   外   こう
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008-1100-0 北仙道診療所 〒699-3674 0856-27-0007狩野　卓夫 狩野　卓夫 平 4. 4. 1内   診療所
     益田市大草町７８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108-1101-8 鎌手診療所 〒699-3506 0856-27-0007狩野　卓夫 狩野　卓夫 平 4. 4. 1内   診療所
     益田市西平原町５７１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43208-1102-6 能美小児科医院 〒698-0043 0856-24-2886能美　強 能美　強 平 4. 6.22小   アレ 診療所
     益田市中島町イ３６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43308-1104-2 益田地域医療センター〒698-2252 0856-22-3611公益社団法人　益田市狩野　稔久 平 5. 4. 1内   診療所
     医師会病院　柏原出張益田市柏原町１３１３－１ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 現存
     所 (医       1)裕士 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408-1106-7 医療法人　ますたに小〒698-0042 0856-24-0810医療法人ますたに小児舛谷　篤志 平 5. 8. 1小   診療所
     児科医院 益田市中吉田町１０９７－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　舛谷 新規 現存
     (医       1)　篤志 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43508-1108-3 山尾医院 〒698-0027 0856-22-1878山尾　洋樹 山尾　洋樹 平 6. 7.26内   消   小  診療所
     益田市あけぼの東町４の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608-1111-7 医療法人平野医院 〒698-0024 0856-22-0998医療法人　平野医院　平野　盛久 平 6.12. 1内   消   小  診療所
     益田市駅前町３３－５ 常　勤:    2理事長　平野　盛久 新規 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708-1113-3 西谷内科医院 〒698-0041 0856-23-7280西谷　昭夫 西谷　昭夫 平 8. 1. 4内   診療所
     益田市高津一丁目３０番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808-1114-1 医療法人大畑医院 〒698-0043 0856-22-0506医療法人　大畑医院　大畑　力 平 7.12. 1皮   アレ 診療所
     益田市中島町イ９１番地１ 常　勤:    1理事長　大畑　力 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43908-1115-8 林泌尿器科 〒698-0003 0856-22-0256林　淳二 林　淳二 平 8. 2.15内   ひ   診療所
     益田市乙吉町イ３３０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44008-1116-6 医療法人煌星会みうら〒698-0003 0856-24-2501医療法人煌星会　理事三浦　孝博 平 8. 5. 1眼   診療所
     眼科 益田市乙吉町イ３３６－３ 常　勤:    1長　三浦　孝博 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44108-1118-2 中島こどもクリニック〒698-0041 0856-24-8521中島　匡博 中島　匡博 平 9. 5.14小   診療所
     益田市高津二丁目３２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.14
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  44208-1121-6 永瀬脳外科内科 〒698-0016 0856-31-0480永瀬　章博 永瀬　章博 平 9.12.18脳外 神内 リハ診療所
     益田市土井町２－２７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44308-1127-3 医療法人　神崎耳鼻咽〒698-0027 0856-22-0551医療法人　神崎耳鼻咽神﨑　裕士 平11.10. 1耳い 診療所
     喉科医院 益田市あけぼの東町１６－１ 常　勤:    1喉科医院　理事長　神 新規 現存
     (医       1)崎　裕士 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44408-1128-1 医療法人　津田医院 〒699-3671 0856-27-0007医療法人　津田医院　狩野　卓夫 平11.10. 1内   胃   外  診療所
     益田市津田町１２６８－５ 常　勤:    1理事長　狩野　卓夫 新規 こう 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44508-1129-9 あすかクリニック 〒698-0003 0856-23-3320医療法人　あすか　理井上　貴雄 平12. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     益田市乙吉町ロ３３ 常　勤:    1事長　　井上　貴雄 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44608-1130-7 医療法人山藤整形外科〒698-0003 0856-31-0065医療法人　山藤整形外山藤　良史 平12.10. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 益田市乙吉町イ３３８番地５ 常　勤:    1科医院　理事長　山藤 組織変更 現存
     (医       1)　良史 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44708-1131-5 斧山医院 〒698-0025 0856-22-1346斧山　英二 斧山　英二 平13. 4. 1内   消   診療所
     益田市あけぼの西町１６番地４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44808-1132-3 村野医院 〒698-0002 0856-31-2400村野　健兒 村野　健兒 平13. 4.11内   小   診療所
     益田市下本郷町６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44908-1134-9 医療法人共生会　俣賀〒699-5122 0856-25-2503医療法人　共生会　理中島　良光 平13.11. 1内   診療所
     出張所 益田市本俣賀町６５３番地１ 常　勤:    1事長　中島　良光 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45008-1135-6 医療法人　黒田医院 〒698-0036 0856-22-0966医療法人　黒田医院　黒田　聡 平14. 5. 1内   循   診療所
     益田市須子町１０番２７号 常　勤:    1理事長　黒田　聡 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45108-1136-4 医療法人順生会　すみ〒698-0004 0856-23-1188医療法人　順生会　理澄川　学 平15. 1. 1内   胃   外  診療所
     かわクリニック 益田市東町２番９号 常　勤:    1事長　澄川　学 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45208-1137-2 医療法人　小田整形外〒698-0043 0856-22-1168医療法人　小田整形外小田　竜徳 平15. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 益田市中島町ロ１４５番地３ 常　勤:    2科医院　理事長　小田 移動 現存
     (医       2)　竜徳 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45308-1138-0 益田地域医療センター〒699-3766 0856-22-3611公益社団法人　益田市狩野　稔久 平15. 7. 1内   診療所
     医師会病院美濃出張所益田市美濃地町イ１５７－２ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 現存
     (医       1)裕士 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45408-1139-8 益田地域医療センター〒699-3761 0856-22-3611公益社団法人　益田市狩野　稔久 平15. 7. 1内   診療所
     医師会病院飯浦出張所益田市飯浦町イ９８５ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 現存
     (医       1)裕士 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508-1141-4 医療法人しまだ眼科 〒698-0006 0856-31-0661医療法人　しまだ眼科嶋田　一徳 平16. 5. 1眼   診療所
     益田市三宅町２番７号 常　勤:    1　理事長　嶋田　一徳 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608-1142-2 医療法人くろたに内科〒698-0001 0856-23-7737医療法人　くろたに内黒谷　浩史 平16. 5. 1内   小   診療所
     クリニック 益田市久城町９１２番地１ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　黒谷　浩史 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708-1144-8 益田市国民健康保険診〒698-1221 0856-56-0136益田市　市長　山本　中村　文春 平17. 2. 1内   診療所
     療施設匹見澄川診療所益田市匹見町澄川イ２６６番地６常　勤:    1浩章 移動 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45808-1145-5 益田市国民健康保険診〒698-0203 0856-52-7272益田市　市長　山本　安藤　幸典 平17. 4. 1内   小   診療所
     療施設　美都診療所 益田市美都町都茂１８１３番地１常　勤:    1浩章 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908-1147-1 いしみつ耳鼻咽喉科ク〒698-0041 0856-31-4133医療法人いしみつ耳鼻石光　亮太郎 平19. 1. 1耳い 診療所
     リニック 益田市高津町六丁目２３番２０号常　勤:    2咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　石光　亮太郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46008-1149-7 おちハートクリニック〒698-0041 0856-23-1588越智　弘 越智　弘 平19. 3. 1内   他   心内診療所
     益田市高津８丁目５－２ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平25. 3. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46108-1150-5 まついクリニック 〒698-0041 0856-31-1830松井　孝夫 松井　孝夫 平19. 9. 1内   呼   胃  診療所
     益田市高津六丁目１４番１号 常　勤:    1 新規 外   こう 他  現存
     (医       1) 平25. 9. 1他は乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208-1151-3 益田市立休日応急診療〒698-0024 0856-31-4199益田市　益田市長　山神崎　裕士 平21. 4. 1内   小   診療所
     所 益田市駅前町１７番１号　益田駅常　勤:    3本　浩章 新規 現存
     前ビルＥＡＧＡ２階益田市立保健(医       3) 平27. 4. 1
     センター内 非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308-1154-7 医療法人　共生会　な〒699-5132 0856-25-2503医療法人　共生会　理中島　良光 平23. 7. 1内   循   小  診療所
     かしまクリニック 益田市横田町２５３２番地 常　勤:    2事長　中島　良光 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408-1155-4 内藤内科外科 〒698-0024 0856-22-3300内藤　宗紀 内藤　宗紀 平24. 1. 1内   外   他  診療所
     益田市駅前町４番２３号 常　勤:    1 移動 胃腸内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46508-1157-0 たかせ内科 〒698-0046 0856-25-7373高瀬　裕史 高瀬　裕史 平25. 5. 1内   他   診療所
     益田市かもしま東町９番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46608-1158-8 益田地域医療センター〒698-2141 公益社団法人　益田市狩野　稔久 平25.10. 1内   診療所
     医師会病院　中西出張益田市白上町イ１７６－５ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 現存
     所 (医       1)裕士 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46708-1159-6 益田整形外科医院 〒698-0011 0856-22-1305納富　憲二 納富　憲二 平25.11.25整外 リハ 診療所
     益田市染羽町４－３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46808-1160-4 石見クリニック 〒698-0024 0856-23-2370医療法人　石見クリニ山野井　彰 平26. 4. 1内   外   リハ診療所
     益田市駅前町７番１号 常　勤:    2ック　理事長　山野井 組織変更 他   現存
     (医       2)　彰 平26. 4. 1漢方内科
     非常勤:    2
     (医       2)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［島根県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    55 頁

  46908-1163-8 さくらクリニック益田〒698-0003 0856-23-0021篠崎　克也 篠崎　克也 平28. 3. 1精   心内 診療所
     益田市乙吉町イ１０２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47008-1165-3 益田地域医療センター〒698-2255 公益社団法人　益田市狩野　稔久 平28. 6. 1内   診療所
     医師会病院　二条出張益田市上黒谷町４７９－８ 常　勤:    1医師会　会長　神崎　 新規 現存
     所 (医       1)裕士 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47111-1003-0 独立行政法人地域医療〒699-0293 0852-62-1560独立行政法人地域医療池田　登 昭56.12. 4一般       253病院
     (11-3011-7) 機能推進機構　玉造病松江市玉湯町湯町１－２ 常　勤:   19機能推進機構　理事長 新規 整外 皮   リハ現存
     院 (医      17)　尾身　茂 平29.12. 4内   他   歯外
     (歯       2) 神内 歯   麻  
     非常勤:   28 リウ 
     (医      27) 消化器内科、循
     (歯       1) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47211-1043-6 こなんホスピタル 〒699-0402 0852-66-0712医療法人　同仁会　理福田　賢司 昭52.10.17精神       147病院
     松江市宍道町白石１２９－１ 常　勤:    3事長　櫻井　照久 新規 内   精   神内療養病床
     (医       3) 平28.10.17心内 現存
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47311-1064-2 医療法人坪内内科小児〒699-0401 0852-66-2545医療法人　坪内内科小坪内　研二 平元. 7. 1内   循   小  診療所
     科医院 松江市宍道町宍道１２９６－６ 常　勤:    1児科医院　理事長　坪 新規 現存
     (医       1)内　研二 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47411-1067-5 医療法人奥村医院 〒699-0202 0852-62-0418医療法人奥村医院　理奥村　剛清 平 2. 8. 1内   小   消  診療所
     松江市玉湯町湯町９５６ 常　勤:    1事長　奥村　剛清 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47511-1085-7 鹿島病院 〒690-0803 0852-82-2627医療法人財団公仁会　清水　保孝 平 6. 4. 1一般 病院
     松江市鹿島町名分２４３－１ 常　勤:    5理事長　山﨑　悟 新規     一般    60療養病床
     (医       5) 平30. 4. 1療養 現存
     非常勤:   50     療養   117
     (医      50) 内   リハ 放  
     呼   消   循  
     整外 神内 脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47611-1100-4 医療法人佐々木医院 〒690-1312 0852-72-2522医療法人　佐々木医院佐々木　成一郎 平 7. 8. 1内   胃   循  診療所
     松江市美保関町森山７２６番地１常　勤:    1　理事長　佐々木　成 新規 外   現存
     １ (医       1)一郎 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47711-1101-2 松江市国民健康保険来〒699-0405 0852-66-0002松江市　松江市長　松山田　顕士 平 8. 6. 1内   整外 眼  診療所
     待診療所 松江市宍道町上来待２１３番地１常　勤:    1浦　正敬 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47811-1102-0 医療法人伊藤医院 〒699-0101 0852-52-2251医療法人伊藤医院　理伊藤　健一 平 8. 8. 1内   外   消  診療所
     松江市東出雲町揖屋１０３１番地常　勤:    1事長　伊藤　健一 新規 小   現存
     ２ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47911-1103-8 医療法人伊藤医院下意〒699-0102 0852-52-2820医療法人伊藤医院　理伊藤　健一 平 8. 8. 1内   小   診療所
     東出張所 松江市東出雲町下意東６９７番地常　勤:    1事長　伊藤　健一 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48011-1104-6 医療法人伊藤医院出雲〒699-0108 0852-52-2066医療法人伊藤医院　理伊藤　健一 平 8. 8. 1内   小   診療所
     郷出張所 松江市東出雲町出雲郷４００番地常　勤:    1事長　伊藤　健一 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48111-1106-1 津森医院千酌出張所 〒690-1222 0852-75-0354医療法人　仁心会　理津森　嘉樹 平 9. 8. 1内   他   外  診療所
     松江市美保関町千酌９４４番地５常　勤:    2事長　津森　洋 組織変更 血液内科 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48211-1107-9 加賀診療所 〒690-0401 0852-85-2010兒島　巧 兒島　巧 平 9.10. 1外   内   小  診療所
     松江市島根町加賀４２１番地 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48311-1108-7 医療法人吉岡医院 〒690-1404 0852-76-3466医療法人社団　吉祥会吉岡　太佑 平 9.11. 1内   外   消  診療所
     松江市八束町波入６０７－１番地常　勤:    3　理事長　吉岡　太佑 組織変更 整外 療養病床
     (医       3) 平24.11. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48411-1111-1 生協東出雲診療所 〒699-0101 0852-52-2264松江保健生活協同組合濱田　泰則 平10.11. 1内   整外 診療所
     松江市東出雲町揖屋１１３７－１常　勤:    1　理事長　大田　誠 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48511-1112-9 児島医院 〒690-0402 0852-85-2939兒島　巧 兒島　巧 平10.12.21内   外   小  診療所
     松江市島根町大芦２１７７－１ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48611-1113-7 くまの診療所金森クリ〒690-2104 0852-54-9053金森　弘明 金森　弘明 平11. 4. 5内   消   外  診療所
     ニック 松江市八雲町熊野８０３－９ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48711-1114-5 津森医院片江出張所 〒690-1315 0852-34-0125医療法人　仁心会　理津森　嘉樹 平12. 5. 1内   他   外  診療所
     松江市美保関町片江４３１－２ 常　勤:    2事長　津森　洋 新規 血液内科 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48811-1115-2 岩坂診療所 〒690-2102 0852-54-2206金森　弘明 金森　弘明 平12. 9. 1内   診療所
     松江市八雲町東岩坂２８７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48911-1117-8 佐貫内科医院 〒690-2101 0852-54-0886医療法人　社団　佐貫佐貫　裕 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     松江市八雲町日吉１９４番地１０常　勤:    1内科医院　理事長　佐 移動 小   現存
     (医       1)貫　裕 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49011-1118-6 三浦医院 〒699-0101 0852-52-3739医療法人　三浦医院　三浦　裕和 平16. 1. 1内   皮   診療所
     松江市東出雲町揖屋１１７８番地常　勤:    2理事長　三浦　裕和 組織変更 現存
     ６ (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49111-1119-4 たけはな整形外科クリ〒699-0110 0852-53-0527竹花　務 竹花　務 平16. 1.15整外 リハ 診療所
     ニック 松江市東出雲町錦新町２丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49211-1120-2 うらしまクリニック 〒699-0110 0852-53-0622浦島　裕史 浦島　裕史 平16. 8.20小   皮   診療所
     松江市東出雲町錦新町２丁目２－常　勤:    2 新規 現存
     １０ (医       2) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49311-1121-0 医療法人　さとう耳鼻〒699-0110 0852-53-0033医療法人　さとう耳鼻佐藤　達明 平17. 9. 7耳い 診療所
     咽喉科 松江市東出雲町錦新町７丁目４－常　勤:    1咽喉科　理事長　佐藤 新規 現存
     １２ (医       1)　達明 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49411-1122-8 いしはら眼科 〒699-0112 0852-67-1002石原　美香 石原　美香 平22. 2. 2一般 診療所
     松江市東出雲町意宇東２丁目６番常　勤:    1 新規     一般     4現存
     地７ (医       1) 平28. 2. 2眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［島根県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    58 頁

  49511-1123-6 八重垣レディースクリ〒699-0111 0852-52-7790高尾　成久 高尾　成久 平23.10.28産婦 診療所
     ニック 松江市東出雲町意宇南５丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49612-1003-8 安来市立病院 〒692-0404 0854-32-2121安来市　安来市長　近小川　東明 昭35. 7.29一般       102病院
     安来市広瀬町広瀬１９３１ 常　勤:   15藤　宏樹 新規 療養        46現存
     (医      15) 平29. 7.29内   神内 小  
     非常勤:   97 外   整外 皮  
     (医      97) ひ   婦   放  
     眼   耳い 麻  
     リハ 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49712-1008-7 朝山医院 〒692-0404 0854-32-2439朝山　浩行 朝山　浩行 昭41. 4.18内   外   診療所
     安来市広瀬町広瀬９７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49812-1021-0 医療法人河村医院 〒692-0404 0854-32-2436医療法人　河村医院　河村　学 平元. 5. 1内   消   小  診療所
     安来市広瀬町広瀬１９４０ 常　勤:    1理事長　河村　学 新規 放   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49912-1022-8 医療法人社団常松医院〒692-0321 0854-38-0634医療法人社団常松医院常松　久晃 平 2. 6. 1内   胃   小  診療所
     赤屋分院 安来市伯太町赤屋１１７－１ 常　勤:    1　理事長　常松　久晃 新規 消   循   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50012-1023-6 医療法人社団常松医院〒692-0213 0854-37-1125医療法人社団常松医院常松　久晃 平 2. 6. 1内   胃   消  診療所
     井尻分院 安来市伯太町井尻３－３ 常　勤:    1　理事長　常松　久晃 新規 循   小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50112-1026-9 村上医院安田出張所 〒692-0205 0854-37-1088村上　宏 村上　宏 平12. 4. 6内   診療所
     安来市伯太町安田中１６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50212-1027-7 村上医院 〒692-0207 0854-37-1046医療法人社団　村上医村上　宏 平14.10.21内   診療所
     安来市伯太町東母里４５９－５ 常　勤:    1院　理事長　村上　宏 移動 現存
     (医       1) 平26.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50313-1024-2 医療法人千原医院 〒699-1701 0854-57-0821医療法人　千原医院　千原　眞人 平 4.10. 1内   麻   診療所
     仁多郡奥出雲町亀嵩２２２１－４常　勤:    1理事長　千原　眞人 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50413-1027-5 加藤医院 〒699-1511 0854-54-1011医療法人一陽会　理事加藤　誠一 平 6. 8. 1内   診療所
     仁多郡奥出雲町三成３５８－６ 常　勤:    1長　加藤　誠一 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50513-1031-7 町立奥出雲病院 〒699-1511 0854-54-1122奥出雲町　奥出雲町長鈴木　賢二 平11. 5. 1一般        90病院
     仁多郡奥出雲町三成１６２２－１常　勤:    5　勝田　康則 新規 療養        36療養病床
     (医       5) 平29. 5. 1療養 現存
     非常勤:   69     介護    14
     (医      69) 内   小   外  
     整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50613-1033-3 永生クリニック 〒699-1832 0854-52-0250医療法人社団　信愛会藤原　卓 平14. 7. 1内   精   神  診療所
     仁多郡奥出雲町横田１０６３番地常　勤:    2　理事長　藤原　卓 その他 脳外 整外 循  現存
     １ (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50713-1038-2 井上医院 〒699-1832 0854-52-1030医療法人井上医院　理井上　慎一 平22. 9. 1内   他   診療所
     仁多郡奥出雲町横田１１９３番地常　勤:    2事長　井上　慎一 組織変更 現存
     ２ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50813-1040-8 医療法人　石原医院分〒699-1822 0854-52-9060医療法人　石原医院分寺井　洋 平24. 1. 1内   小   診療所
     院 仁多郡奥出雲町下横田４２１－１常　勤:    1院　理事長　寺井　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50913-1041-6 町立馬木診療所 〒699-1941 0854-53-0500島根県仁多郡奥出雲町寺井　洋 平24. 1. 1内   小   診療所
     仁多郡奥出雲町大馬木１９２２番常　勤:    1　町長　勝田　康則 新規 現存
     地１３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51013-1047-3 自然治癒力活性全人介〒699-1832 0854-52-1311一般社団法人全人介護鍵山　惣一 平26.10. 1内   精   他  診療所
     護医療心療漢方内科横仁多郡奥出雲町横田１００９－６常　勤:    1医療推進機構　佐貫　 新規 アレ リハ 心内現存
     田スサノオクリニック (医       1)弘 平26.10. 1漢方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51114-1007-5 吉岡医院 〒699-1233 0854-43-5767吉岡　英之 吉岡　英之 昭32.10.10内   小   外  診療所
     雲南市大東町幡屋２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51214-1033-1 医療法人清水医院 〒699-1106 0854-49-7022医療法人　清水医院　清水　一彦 平元.12. 1内   小   診療所
     雲南市加茂町加茂中１０１３－１常　勤:    1理事長　清水　一彦 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
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  51314-1034-9 辰村医院 〒699-1332 0854-42-0402辰村　泰治 辰村　泰治 平 3. 5. 1内   消   診療所
     雲南市木次町木次１８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51414-1035-6 西村医院 〒699-1342 0854-48-0097西村　昌幸 西村　昌幸 平 4. 4.11内   和漢 診療所
     雲南市木次町平田７９０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51514-1037-2 永瀬医院 〒699-1106 0854-49-7002永瀬　久嗣 永瀬　久嗣 平 7. 1. 1内   小   診療所
     雲南市加茂町加茂中１３２３－１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51614-1041-4 医療法人本永瀬医院 〒699-1106 0854-49-7028医療法人本永瀬医院　永瀬　英雄 平 9. 1. 1内   呼   循  診療所
     雲南市加茂町加茂中１３４８番１常　勤:    1理事長　永瀬　英雄 新規 現存
     地 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51714-1043-0 川本医院 〒699-1332 0854-42-0205医療法人　川本医院　川本　浩雄 平 9. 9. 1内   小   循  診療所
     雲南市木次町木次１５番地 常　勤:    1理事長　川本　浩雄 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51814-1044-8 横山医院 〒699-1323 0854-42-0123横山　元裕 横山　元裕 平12. 1. 1内   診療所
     雲南市木次町東日登４２５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51914-1045-5 横山医院下久野診療所〒699-1212 0854-42-0123横山　元裕 横山　元裕 平12. 1. 1内   診療所
     雲南市大東町下久野２８５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52014-1046-3 医療法人コスモ会奥出〒699-1311 0854-42-3950医療法人コスモ会奥出今岡　健次 平12. 8. 1精神       100病院
     雲コスモ病院 雲南市木次町里方１２７５番地２常　勤:    3雲コスモ病院　理事長 組織変更 内   精   神内現存
     (医       3)　今岡　健次 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52114-1047-1 横山内科医院 〒699-1206 0854-43-8010横山　和裕 横山　和裕 平13. 5. 7内   消   診療所
     雲南市大東町南村２７６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52214-1051-3 雲南なごみクリニック〒699-1311 0854-42-1278医療法人社団白根整形大野　弘幸 平14.10. 1整外 性   他  診療所
     雲南市木次町里方１０９３番地４常　勤:    1外科医院　理事長　白 新規 皮膚泌尿器科 現存
     ７ (医       1)根　一 平26.10. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
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  52314-1052-1 山根医院 〒699-1332 0854-42-1116医療法人　山根医院　山根　孝文 平16. 4. 1内   循   診療所
     雲南市木次町木次４４０番地 常　勤:    1理事長　山根　孝文 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52414-1053-9 医療法人　木村医院 〒699-1332 0854-42-0043医療法人　木村医院　木村　卓郎 平17. 1. 1内   循   小  診療所
     雲南市木次町木次２７４番地 常　勤:    1理事長　木村　卓郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52514-1055-4 はまもと内科クリニッ〒699-1251 0854-43-9174医療法人社団　蛍雪会濱本　直治 平19. 7. 1内   消   診療所
     ク 雲南市大東町大東２４１６－６ 常　勤:    2　理事長　濱本　直治 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52614-1057-0 雲南市立病院 〒699-1221 0854-43-2390雲南市長　速水　雄一松井　譲 平23. 4. 1一般       199病院
     雲南市大東町飯田９６番地１ 常　勤:   21 組織変更 一般（感染） 現存
     (医      21) 平29. 4. 1             4
     非常勤:  148 療養        78
     (医     148) 内   精   小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52714-1058-8 うんなん眼科 〒690-2403 0854-45-5535平田　昌哉 平田　昌哉 平24. 6. 1眼   内   アレ診療所
     雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52814-1059-6 晴木医院 〒699-1251 0854-43-2035晴木　尚人 晴木　尚人 平24.10. 1内   診療所
     雲南市大東町大東１８６８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52914-1060-4 むらた耳鼻咽喉科 〒690-2404 0854-45-3387村田　明道 村田　明道 平27.11. 1耳い 診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋１２１２－常　勤:    1 新規 現存
     ５４ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53014-1061-2 清水医院 〒690-2701 0854-62-0002清水　広行 清水　広行 平27. 9.22内   診療所
     雲南市掛合町掛合８５７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53115-1002-3 雲南市国民健康保険波〒690-2703 0854-64-0405雲南市　雲南市長　速本多　一郎 昭32. 7.31内   診療所
     多出張診療所 雲南市掛合町波多４６４ 常　勤:    1水　雄一 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.31
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  53215-1003-1 雲南市国民健康保険掛〒690-2701 0854-62-0135雲南市　雲南市長　速本多　一郎 昭33.10. 1内   形外 歯  診療所
     (15-3010-0) 合診療所 雲南市掛合町掛合１３１２ 常　勤:    2水　雄一 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:   26
     (医      21)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53315-1024-7 和田医院 〒690-3511 0854-76-2038和田　勝祥 和田　勝祥 昭51. 4. 1内   診療所
     飯石郡飯南町赤名１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53415-1029-6 和田医院 〒690-2404 0854-45-2220和田　光久 和田　光久 昭62. 3.23内   循   診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋９７４－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53515-1030-4 飯南町立谷出張診療所〒690-3514 0854-76-2101飯南町　飯南町長　山石橋　和樹 昭62. 4. 1内   診療所
     飯石郡飯南町井戸谷４８２－７ 常　勤:    1碕　英樹 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53615-1031-2 平成記念病院 〒690-2404 0854-45-5111医療法人　陶朋会　理陶山　紳一朗 平 2. 4.18一般        60病院
     雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－常　勤:    4事長　陶山　紳一朗 新規 療養 療養病床
     １ (医       4) 平29. 4.18    一般    55現存
     非常勤:   74 内   神内 呼  
     (医      74) 消   循   他  
     外   整外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い 放   リハ
     腎臓内科　　Ｈ
     ２１／４／１よ
     り診療科名変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53715-1035-3 医療法人社団田部医院〒690-2404 0854-45-2016医療法人社団　田部医田部　昭博 平 4. 4. 1内   診療所
     雲南市三刀屋町三刀屋３２１ 常　勤:    1院　理事長　田部　昭 新規 現存
     (医       1)博 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53815-1038-7 よこお小児科 〒690-2403 0854-45-5222横尾　哲也 横尾　哲也 平 4.11.16小   診療所
     雲南市三刀屋町下熊谷１７６６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.11.16
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  53915-1040-3 飯南町立来島診療所 〒690-3401 0854-76-2309飯南町　飯南町長　山石橋　和樹 平 5. 4. 1内   診療所
     飯石郡飯南町野萱１８２６－２ 常　勤:    1碕　英樹 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54015-1042-9 医療法人　渡部診療所〒690-2801 0854-74-0251医療法人渡部診療所　渡部　素次 平 6. 5. 9内   放   診療所
     雲南市吉田町吉田２７０９－１８常　勤:    1理事長　渡部　素次 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54115-1047-8 飯南町立飯南病院 〒690-3207 0854-72-0221飯南町　飯南町長　山角田　耕紀 平12. 5. 1一般        48病院
     (15-3026-6) 飯石郡飯南町頓原２０６０ 常　勤:    7碕　英樹 移動 内   小   外  現存
     (医       6) 平30. 5. 1整外 産婦 リハ
     (歯       1) 歯外 眼   心内
     非常勤:   19 精   
     (医      18)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54215-1049-4 田井診療所 〒690-2313 0854-75-0010西村　昌幸 西村　昌幸 平15. 6. 9内   和漢 診療所
     雲南市吉田町深野７１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54315-1050-2 飯南町立志々出張診療〒690-3312 0854-73-0644飯南町　飯南町長　山永澤　篤司 平16. 3. 1内   診療所
     所 飯石郡飯南町八神１１７番地１ 常　勤:    1碕　英樹 移動 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54416-1043-5 伊藤医院 〒699-0621 0853-72-6677伊藤　本 伊藤　本 昭60. 7. 1内   循   診療所
     出雲市斐川町富村６３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54516-1048-4 山本内科胃腸科 〒699-0711 0853-53-5551山本　實 山本　實 昭61.11.11内   胃   診療所
     出雲市大社町杵築南１３６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54616-1051-8 医療法人木星会樋野医〒699-0613 0853-72-9161医療法人　木星会　理樋野　隆文 平元.11. 1内   胃   小  診療所
     院 出雲市斐川町神氷２７９２ 常　勤:    1事長　樋野　隆文 新規 放   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54716-1053-4 医療法人順和会　中島〒699-0711 0853-53-2116医療法人順和会　理事中島　孝晃 平 2.10. 1内   他   外  診療所
     医院 出雲市大社町杵築南９９１ 常　勤:    4長　中島　孝晃 新規 小   療養病床
     (医       4) 平29.10. 1消化器内科、糖現存
     尿病内科、循環
     器内科、肝臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54816-1057-5 西尾医院 〒699-0722 0853-53-5300医療法人西尾医院　理西尾　崇 平 3. 7. 1内   胃   循  診療所
     出雲市大社町北荒木４８７－１ 常　勤:    2事長　西尾　崇 新規 他   現存
     (医       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54916-1063-3 医療法人永樹会　吉岡〒699-0502 0853-72-0833医療法人永樹会　吉岡吉岡　直樹 平 4.10. 1内   消   診療所
     医院 出雲市斐川町荘原３８５５ 常　勤:    1医院　理事長　吉岡　 新規 現存
     (医       1)直樹 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55016-1065-8 吉野産婦人科医院 〒699-0624 0853-72-7470吉野　和男 吉野　和男 平 6. 4. 2一般         8診療所
     出雲市斐川町上直江３０９１ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55116-1068-2 児玉医院 〒699-0816 0853-43-2001医療法人　児玉医院　児玉　和夫 平 6.12. 1内   胃   放  診療所
     出雲市湖陵町大池２２４２－６９常　勤:    1理事長　児玉　和夫 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55216-1072-4 いいつかクリニック 〒699-0502 0853-72-4777医療法人　いいつかク飯塚　保夫 平 7.12. 1内   胃   外  診療所
     出雲市斐川町荘原２１９０番地１常　勤:    2リニック　理事長　飯 新規 整外 現存
     (医       2)塚　保夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55316-1074-0 冨士原耳鼻咽喉科 〒699-0631 0853-73-9187冨士原　一也 冨士原　一也 平 9. 7.16耳い 診療所
     出雲市斐川町直江４７９６番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55416-1077-3 大國眼科 〒699-0741 0853-53-5999大國　昌美 大國　昌美 平10. 7. 1眼   診療所
     出雲市大社町中荒木３２０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55516-1078-1 出雲市国民健康保険橋〒693-0525 0853-85-2611出雲市　出雲市長　長加藤　哲夫 平11. 2. 1内   診療所
     波診療所 出雲市佐田町下橋波３１ 常　勤:    1岡　秀人 移動 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55616-1080-7 斐川中央クリニック 〒699-0624 0853-73-8181医療法人健成会　理事下手　公一 平11.10. 1他   神内 診療所
     出雲市斐川町上直江１４２１－１常　勤:    1長　下手公一 新規 漢方内科、アレ現存
     ７ (医       1) 平29.10. 1ルギー疾患内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55716-1081-5 医療法人久村診療所 〒699-0903 0853-86-2020医療法人久村診療所　新田　佳示 平12. 4.24内   消   外  診療所
     出雲市多伎町小田４５ー１ 常　勤:    1理事長　新田　佳示 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55816-1082-3 いのうえ小児科医院 〒699-0624 0853-73-8100医療法人社団　いのう井上　真 平12.11. 1小   診療所
     出雲市斐川町上直江９８２番地２常　勤:    1え小児科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　井上　真 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55916-1083-1 小野医院 〒699-0741 0853-53-6700医療法人　清風会　理小野　純一 平13. 1. 1内   外   診療所
     出雲市大社町中荒木恵比須１７４常　勤:    1事長　小野純一 新規 現存
     ５番地２ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56016-1089-8 かとう耳鼻咽喉科医院〒699-0722 0853-53-8133加藤　太二 加藤　太二 平15. 6.24耳い 診療所
     出雲市大社町北荒木８５２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56116-1091-4 本田医院 〒699-0812 0853-43-7800本田　正明 本田　正明 平15. 8. 9内   呼   循  診療所
     出雲市湖陵町二部１８０２－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56216-1092-2 斐川生協病院 〒699-0631 0853-72-0321ひかわ医療生活協同組金森　美智子 平16. 8. 1療養 病院
     出雲市斐川町直江４８８３番地１常　勤:    3合　理事長　金森　隆 移動     療養   120現存
     (医       3) 平28. 8. 1内   呼   消  
     非常勤:   45 循   外   整外
     (医      45) 眼   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56316-1094-8 加藤医院 〒693-0503 0853-84-1900加藤　哲夫 加藤　哲夫 平16.12. 1内   診療所
     出雲市佐田町須佐７４１－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56416-1095-5 日御碕診療所 〒699-0764 0853-54-5166出雲市　出雲市長　長西尾　崇 平17. 1. 1内   診療所
     出雲市大社町宇龍３３８番地３ 常　勤:    1岡　秀人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  56516-1096-3 鷺浦診療所 〒699-0761 0853-53-0133出雲市　出雲市長　長上野　良亮 平17. 1. 1内   診療所
     出雲市大社町鷺浦１０４ 常　勤:    1岡　秀人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56616-1097-1 しぶや眼科 〒699-0631 0853-73-7711医療法人　しぶや眼科渋谷　勇三 平17. 9. 1眼   診療所
     出雲市斐川町直江４４８７番地 常　勤:    1　理事長　渋谷　勇三 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56716-1098-9 出雲徳洲会病院 〒699-0631 0853-73-7000医療法人　沖縄徳洲会田原　英樹 平18. 4. 1一般        89病院
     出雲市斐川町直江３９６４－１ 常　勤:   14　理事長　鈴木　隆夫 新規 療養        94現存
     (医      14) 平30. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   78 脳外 リハ 放  
     (医      78) 麻   神内 循  
     心外 皮   呼内
     形外 ひ   婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56816-1099-7 高田医院 〒699-0641 0853-72-0759岩田　俊夫 岩田　俊夫 平21.12.18内   呼   診療所
     出雲市斐川町美南８４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56916-1100-3 三木整形外科ペインク〒699-0615 0853-27-9584三木　孝人 三木　孝人 平24. 9.18整外 外   内  診療所
     リニック 出雲市斐川町併川字神立７０６ 常　勤:    2 新規 麻   リウ リハ現存
     (医       2) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57016-1101-1 上野医院 〒699-0733 0853-53-2304上野　薫 上野　薫 平25. 1. 1内   消   循  診療所
     出雲市大社町菱根７８６－１ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57116-1102-9 原医院 〒699-0811 0853-43-2008原　博元 原　博元 平25. 5. 1内   診療所
     出雲市湖陵町差海１０９７番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57217-1022-7 山口医院 〒699-2501 08556-5-2062山口　防人 山口　防人 平 2.12.12内   診療所
     大田市温泉津町温泉津ロ６４－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57317-1025-0 大田市国民健康保険仁〒699-2301 0854-88-9030大田市　市長　楫野　泉　司郎 平11. 4. 1内   循   診療所
     摩診療所 大田市仁摩町仁万６４３番地１ 常　勤:    1弘和 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57418-1002-7 邑南町国民健康保険直〒696-0101 0855-95-0308邑南町　邑南町長　石大隅　泰 昭32. 7.31内   小   診療所
     営井原診療所 邑智郡邑南町井原２２０１－２ 常　勤:    1橋　良治 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57518-1003-5 美郷町国民健康保険沢〒699-4712 0855-76-0222美郷町　美郷町長　景波多野　淳 昭32. 7.31内   診療所
     谷診療所 邑智郡美郷町九日市８７ 常　勤:    1山　良材 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57618-1006-8 加藤病院 〒696-0001 0855-72-0640社会医療法人　仁寿会加藤　節司 昭41. 1. 1療養        81病院
     邑智郡川本町川本３８３－１ 常　勤:    5　理事長　加藤　節司 新規 内   神内 小  療養病床
     (医       5) 平29. 1. 1外   整外 皮  現存
     非常勤:   34 ひ   眼   耳い
     (医      34) リハ 麻   
     循環器、消化器
     、糖尿病、ペイ
     ンクリニック各
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57718-1008-4 美郷町国民健康保険大〒696-0711 0855-82-3000美郷町　美郷町長　景石田　雅人 昭56. 1.21内   診療所
     和診療所比之宮出張所邑智郡美郷町宮内５６２－３ 常　勤:    1山　良材 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57818-1053-0 浄泉寺眼科医院 〒697-0631 0855-85-0321朝枝　裕子 朝枝　裕子 昭57.10.20眼   診療所
     邑智郡邑南町市木５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57918-1060-5 医療法人徳祐会三上医〒696-0313 0855-83-0977医療法人徳祐会　理事三上　嚴信 平 3.10. 1内   外   婦  診療所
     院 邑智郡邑南町山田３３－６ 常　勤:    1長　三上　嚴信 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58018-1062-1 邑智郡公立病院組合公〒696-0193 0855-95-2111邑智郡公立病院組合　莊田　恭仁 平 5. 4. 1一般        98病院
     (18-3024-5) 立邑智病院 邑智郡邑南町中野３８４８－２ 常　勤:   11管理者　石橋　良治 新規 内   精   小  現存
     (医      10) 平29. 4. 1外   整外 歯  
     (歯       1) ひ   産婦 麻  
     非常勤:   37 皮   
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58118-1063-9 星ヶ丘クリニック 〒696-0406 0855-84-0006医療法人徳祐会　理事小川　剛 平 5. 6. 1内   外   整外診療所
     邑智郡邑南町高見８２１－１ 常　勤:    2長　三上　嚴信 新規 消   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
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  58218-1066-2 医療法人社団　上田医〒697-0631 0855-85-0070医療法人社団上田医院上田　敏明 平 6. 4.25内   外   放  診療所
     院 邑智郡邑南町市木２１６１－１ 常　勤:    1　理事長　上田　敏明 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58318-1070-4 秦クリニック 〒699-4621 0855-75-1661秦　憲明 秦　憲明 平 8. 3. 1内   小   診療所
     邑智郡美郷町粕渕３８７番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58418-1073-8 前眼科医院 〒696-0222 0855-83-1105前　保彦 前　保彦 平 9. 4. 1眼   内   診療所
     邑智郡邑南町下田所１５３番地４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58518-1074-6 應儀医院 〒699-4221 0855-92-0057應儀　一良 應儀　一良 平 9.12.27内   診療所
     江津市桜江町市山２７４番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58618-1076-1 大隅医院 〒696-0102 0855-95-0313大隅　泰 大隅　泰 平10. 9.21内   ひ   診療所
     邑智郡邑南町中野９８３、９８４常　勤:    1 交代 現存
     番地 (医       1) 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58718-1078-7 河野医院 〒696-0603 0855-87-0303河野　圭一 河野　圭一 平11. 6. 1内   外   整外診療所
     邑智郡邑南町下口羽１１０２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58818-1079-5 医療法人社団　波多野〒699-4621 0855-75-1232医療法人社団　波多野波多野　淳 平11. 6. 1内   循   小  診療所
     診療所 邑智郡美郷町粕渕１９７番地１ 常　勤:    1診療所　理事長　波多 移動 現存
     (医       1)野　淳 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58918-1080-3 江津市国民健康保険川〒699-4502 0855-93-0206江津市　江津市長　山船津　和夫 平11. 6. 1内   診療所
     越診療所 江津市桜江町川越６７８ 常　勤:    1下　修 移動 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59018-1081-1 邑南町国民健康保険直〒699-4311 0855-97-0191邑南町　邑南町長　石石原　晋 平11.11.15内   麻   診療所
     営日貫診療所 邑智郡邑南町日貫３０２３－３ 常　勤:    1橋　良治 新規 現存
     (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59118-1082-9 美郷町国民健康保険大〒696-0704 0855-82-2216美郷町　美郷町長　景石田　雅人 平12. 2. 1内   診療所
     和診療所 邑智郡美郷町都賀本郷１６３番地常　勤:    1山　良材 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59218-1084-5 邑南町国民健康保険直〒696-0501 0855-88-0176邑南町　邑南町長　石藤本　伸司 平14. 4. 1内   外   診療所
     営阿須那診療所 邑智郡邑南町阿須那１５０－１ 常　勤:    1橋　良治 移動 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
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  59318-1085-2 天川クリニック 〒696-0103 0855-95-3679天川　和彦 天川　和彦 平15. 4. 1内   麻   リハ診療所
     邑智郡邑南町矢上３８２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59418-1086-0 美郷町君谷診療所 〒696-1141 0855-75-1930美郷町　美郷町長　景加藤　恭子 平18. 3. 2内   診療所
     邑智郡美郷町京覧原２７７番地 常　勤:    1山　良材 移動 現存
     (医       1) 平30. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59518-1087-8 三笠記念クリニック 〒696-0225 0855-83-2050医療法人　徳 会　理周藤　祐二 平22. 4. 1内   診療所
     邑智郡邑南町上田所３９番地５ 常　勤:    2事長　三上嚴信 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59619-1035-5 医療法人社団沖田内科〒697-0123 0855-42-1800医療法人社団　沖田内沖田　琇二 昭64. 1. 1一般        12診療所
     医院金城沖田医院 浜田市金城町七条ハ３９３ 常　勤:    1科医院　理事長　沖田 新規 内   胃   現存
     (医       1)　瑛一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59719-1039-7 医療法人社団寺井医院〒699-3225 0855-32-0310医療法人社団　寺井医寺井　勇 平 4.12. 1内   呼   消  診療所
     　古市場出張所 浜田市三隅町古市場１２７７－２常　勤:    1院　理事長　寺井　勇 新規 循   小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59819-1040-5 浜田市国民健康保険波〒697-0211 0855-44-0001浜田市　浜田市長　久佐藤　優子 平 6. 2. 1内   小   診療所
     佐診療所 浜田市金城町波佐イ４４１－１ 常　勤:    2保田　章市 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59919-1041-3 浜田市国民健康保険弥〒697-1122 0855-48-5001浜田市　浜田市長　久阿部　顕治 平 8.10. 1一般         1診療所
     栄診療所 浜田市弥栄町木都賀イ５３０－１常　勤:    1保田　章市 新規 内   眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60019-1043-9 岡本胃腸科内科医院分〒697-0426 0855-45-0525医療法人岡本胃腸科内岡本　英樹 平11. 8. 3内   他   診療所
     院 浜田市旭町丸原１４３８番地 常　勤:    2科　理事長　岡本英樹 新規 消化器内科 現存
     (医       2) 平29. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60119-1044-7 中村医院 〒699-3211 0855-32-0021中村　慎一 中村　慎一 平14. 4. 1内   外   整外診療所
     浜田市三隅町三隅１３５６ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60219-1047-0 野上医院 〒699-3211 0855-32-0031野上　壮太郎 野上　壮太郎 平16. 6. 1内   呼   小  診療所
     浜田市三隅町三隅１３０３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60319-1049-6 浜田市国民健康保険あ〒697-0426 0855-45-0002浜田市　浜田市長　久宮本　雄一 平17. 8. 1内   整外 小  診療所
     さひ診療所 浜田市旭町丸原１３８－１ 常　勤:    2保田　章市 新規 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60419-1050-4 酒井外科内科医院 〒697-0425 0855-45-0222酒井　龍司 酒井　龍司 平25. 1. 1外   内   診療所
     浜田市旭町今市４１２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60520-1011-4 中村医院 〒698-1211 0856-56-0008中村　文春 中村　文春 平 4. 4. 1内   診療所
     益田市匹見町匹見イ１３０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60620-1012-2 益田市国民健康保険診〒698-1201 0856-58-0007益田市　市長　山本　中村　文春 平11. 4. 1内   診療所
     療施設　匹見道川診療益田市匹見町道川イ１３４番地１常　勤:    1浩章 移動 現存
     所 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60721-1025-2 増野医院 〒699-5221 0856-74-0053増野　精二 増野　精二 平元.12.15内   小   耳い診療所
     鹿足郡津和野町日原２２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60821-1029-4 医療法人小笠原　小笠〒699-5301 0856-79-2012医療法人　小笠原　理小笠原　康二 平 4. 7. 1内   麻   診療所
     原医院 鹿足郡吉賀町柿木村柿木６４０－常　勤:    1事長　小笠原　康二 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60921-1030-2 好生堂和﨑医院 〒699-5605 0856-72-0025医療法人　好生堂和﨑和﨑　秀二 平 7.12. 1内   消   リハ診療所
     鹿足郡津和野町後田ロ４０５番地常　勤:    1医院　理事長　和﨑　 新規 現存
     (医       1)秀二 平28.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61021-1031-0 六日市病院 〒699-5513 0856-77-1581社会医療法人　石州会谷浦　博之 平13. 4. 1一般        50病院
     (21-3014-0) 鹿足郡吉賀町六日市３６８番地４常　勤:   11　理事長　重冨　亮 組織変更 療養        60現存
     (医      10) 平25. 4. 1内   他   小  
     (歯       1) 外   整外 脳外
     非常勤:   39 皮   ひ   眼  
     (医      39) 耳い リハ 歯外
     循環器内科、漢
     方内科、腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61121-1032-8 つわぶき医院 〒699-5613 0856-72-3500医療法人　小笠原　理小笠原　哲三 平15. 8. 1内   リハ 放  診療所
     鹿足郡津和野町鷲原イ１９０番地常　勤:    1事長　小笠原　康二 新規 麻   現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61221-1033-6 こうの眼科 〒699-5604 0856-72-4104河野　達朗 河野　達朗 平16. 5. 6眼   診療所
     鹿足郡津和野町森村ロ１３３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61321-1034-4 栗栖医院 〒699-5301 0856-79-2006栗栖　貴夫 栗栖　貴夫 平18. 4. 1内   小   形外診療所
     鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１２番常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61421-1036-9 日原診療所 〒699-5207 0856-74-0121津和野町　津和野町長竹内　秀夫 平20. 3.31内   他   診療所
     鹿足郡津和野町枕瀬２１８番地１常　勤:    1　下森　博之 組織変更 消化器内科 現存
     ８ (医       1) 平26. 3.31
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61521-1037-7 津和野共存病院 〒699-5604 0856-72-0660津和野町　津和野町長須山　信夫 平20. 3.31一般        50病院
     鹿足郡津和野町森村ロ１４１ 常　勤:    5　下森　博之 組織変更 療養        49療養病床
     (医       5) 平26. 3.31内   神内 小  現存
     非常勤:   48 外   整外 産婦
     (医      48) 他   耳い 放  
     他は循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61621-1039-3 在宅診療所　鹿足中央〒699-5207 0856-74-0120医療法人　橘井堂　理三輪　茂之 平21. 1. 1内   診療所
     クリニック 鹿足郡津和野町枕瀬１８９番地８常　勤:    1事長　須山　信夫 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61721-1040-1 医療法人社団松浦　松〒699-5513 0856-77-0111医療法人社団松浦　理松浦　寿二郎 平27. 3. 1内   胃   循  診療所
     浦内科胃腸科 鹿足郡吉賀町六日市７９５ 常　勤:    1事長　松浦　寿二郎 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61822-1013-6 隠岐の島町国民健康保〒685-0434 08512-4-0011隠岐の島町　隠岐の島松下　耕太郎 昭47. 7. 1内   外   診療所
     険中村診療所 隠岐郡隠岐の島町中村４８番地 常　勤:    1町長　池田　高世偉 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61922-1016-9 隠岐の島町久見へき地〒685-0305 08512-5-2256隠岐の島町　隠岐の島川﨑　利博 昭50. 4. 1内   ひ   診療所
     診療所 隠岐郡隠岐の島町久見３０９－２常　勤:    1町長　池田　高世偉 新規 現存
     番地 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62022-1019-3 隠岐の島町国民健康保〒685-0103 08512-6-2887隠岐の島町　隠岐の島森　幸三 昭32. 7.31内   診療所
     険都万診療所那久出張隠岐郡隠岐の島町那久１５６－２常　勤:    1町長　池田　高世偉 新規 現存
     所 (医       1) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62122-1048-2 高梨医院 〒685-0011 08512-2-0049高梨　俊夫 高梨　俊夫 昭62.10.26内   小   診療所
     隠岐郡隠岐の島町栄町１４１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62222-1050-8 国民健康保険知夫村診〒684-0100 08514-8-2011知夫村　知夫村長　平濵崎　雅文 平 2. 6. 1内   小   外  診療所
     療所 隠岐郡知夫村１１０６－３ 常　勤:    1木　伴佳 新規 精   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62322-1054-0 海士町国民健康保険海〒684-0403 08514-2-0200海士町　町長　大江　榊原　均 平 6. 3. 1内   小   精  診療所
     士診療所 隠岐郡海士町海士１４６６ 常　勤:    2和彦 新規 整外 眼   現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62422-1056-5 隠岐の島町布施へき地〒685-0412 08512-7-4346隠岐の島町　隠岐の島松下　耕太郎 平 9. 4.30内   外   診療所
     診療所 隠岐郡隠岐の島町布施６４２－１常　勤:    1町長　池田　高世偉 移動 現存
     (医       1) 平30. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62522-1057-3 隠岐の島町国民健康保〒685-0104 08512-6-2025隠岐の島町　隠岐の島森　幸三 平 9. 5.12内   診療所
     険都万診療所 隠岐郡隠岐の島町都万１７７３－常　勤:    1町長　池田　高世偉 移動 現存
     １ (医       1) 平30. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62622-1058-1 西ノ島町国民健康保険〒684-0211 08514-6-1211西ノ島町　西ノ島町長白石　裕子 平10. 2.16内   診療所
     浦郷診療所 隠岐郡西ノ島町浦郷５４４番地１常　勤:    2　升谷　健 移動 現存
     ５ (医       2) 平28. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62722-1059-9 半田内科クリニック 〒685-0014 08512-2-6280医療法人　半田内科ク半田　洋治 平10.11. 1内   循   皮  診療所
     隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一９常　勤:    1リニック　理事長　半 組織変更 現存
     番地 (医       1)田　洋治 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62822-1062-3 隠岐広域連合立隠岐病〒685-0016 08512-2-1356隠岐広域連合　隠岐広小出　博己 平11. 9. 1一般 病院
     (22-3038-7) 院 隠岐郡隠岐の島町城北町３５５番常　勤:   21域連合長　池田　高世 組織変更     一般    91現存
     地 (医      20)偉 平29. 9. 1一般
     (歯       1)     感染     2
     非常勤:   69 精神        22
     (医      65) 内   麻   神内
     (歯       4) 小   外   整外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 歯外
     他   リハ 
     精神神経科、救
     急科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62922-1063-1 隠岐広域連合立隠岐病〒685-0001 08512-2-1356隠岐広域連合　隠岐広小出　博己 平11. 9. 1内   外   診療所
     院大久出張所 隠岐郡隠岐の島町大久上浜２４番常　勤:    1域連合長　池田　高世 組織変更 現存
     地２ (医       1)偉 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63022-1064-9 隠岐広域連合立隠岐病〒685-0024 08512-2-1356隠岐広域連合　隠岐広小出　博己 平11. 9. 1内   外   診療所
     院加茂出張所 隠岐郡隠岐の島町加茂９３７番地常　勤:    1域連合長　池田　高世 組織変更 現存
     (医       1)偉 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63122-1065-6 宇野内科医院 〒685-0006 08512-2-2572医療法人　宇野内科医宇野　保 平11.11. 1内   呼   消  診療所
     隠岐郡隠岐の島町有木月無１１－常　勤:    1院　理事長　宇野　保 新規 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63222-1066-4 隠岐の島町国民健康保〒685-0311 08512-5-2005隠岐の島町　隠岐の島川﨑　利博 平12. 4. 1内   ひ   診療所
     険五箇診療所 隠岐郡隠岐の島町郡５８４番地１常　勤:    1町長　池田　高世偉 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63322-1067-2 隠岐広域連合立隠岐島〒684-0303 08514-7-8211隠岐広域連合　隠岐広白石　吉彦 平13. 3.26一般 病院
     前病院 隠岐郡西ノ島町大字美田２０７１常　勤:    5域連合長　池田　高世 新規     一般    20療養病床
     番地１ (医       5)偉 平25. 3.26療養 現存
     非常勤:   47     療養     8
     (医      47) 療養
         介護    16
     内   精   小  
     外   産婦 眼  
     耳い 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63422-1068-0 へき地三度診療所 〒684-0211 08514-6-1512西ノ島町　西ノ島町長遠藤　健史 平14. 3. 1内   診療所
     隠岐郡西ノ島町大字浦郷２６８８常　勤:    1　升谷　健 移動 現存
     番地 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63550-1001-2 独立行政法人国立病院〒690-8556 0852-21-6131独立行政法人国立病院中島　健二 昭32. 7.16一般       328病院
     (50-3001-6) 機構　松江医療センタ松江市上乃木５丁目８－３１ 常　勤:   24機構松江医療センター 新規 結核        12現存
     ー (医      24)　院長　中島　健二 平29. 7.16内   神内 呼  
     非常勤:   35 消   循   小  
     (医      30) 外   整外 呼外
     (歯       5) リハ 放   歯  
     麻   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63650-1004-6 島根大学医学部附属病〒693-0021 0853-23-2111国立大学法人　島根大井川　幹夫 昭54.10.15一般       570特定機能
     (50-3004-0) 院 出雲市塩冶町８９番１ 常　勤:  396学長　服部　泰直 新規 精神        30病院
     (医     385) 平24.10.15神内 小   整外現存
     (歯      11) 脳外 呼外 心外
     非常勤:   76 小外 皮   ひ  
     (医      61) 産   婦   眼  
     (歯      15) 耳い 放   麻  
     歯外 他   病理
     リハ 形外 
     内科～内分泌代
     謝、腫瘍・血液
     、消化器、肝臓
     、膠原病
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63750-1005-3 独立行政法人国立病院〒697-8511 0855-25-0505独立行政法人国立病院石黒　眞吾 平21.11. 1一般       365病院
     (50-3005-7) 機構　浜田医療センタ浜田市浅井町７７７番１２ 常　勤:   39機構　浜田医療センタ 移動 内   精   神内現存
     ー (医      39)ー　院長　石黒　眞吾 平27.11. 1小   外   整外
     非常勤:   62 形外 脳外 呼外
     (医      59) 心外 皮   ひ  
     (歯       3) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 他   病理
     呼内 
     内分泌・代謝、
     血液・腫瘍の各
     内科（基本情報
     あり）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


