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    1010,344,9 小谷内科小児科医院 〒700-0865 086-223-8338小谷　秀成 小谷　秀成 昭41. 5. 1内   小   診療所
     岡山市北区旭本町１０－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,429,8 藤原内科 〒704-8173 08694-2-4545藤原　亀三郎 藤原　亀三郎 昭42. 1. 1内   小   放  診療所
     岡山市東区可知１丁目６６の３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,545,1 山本産婦人科医院 〒704-8112 086-943-3222山本　文雄 山本　文雄 昭47. 9. 1産婦 診療所
     岡山市東区西大寺上２丁目８番４常　勤:    1 現存
     ５－７号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,551,9 柳本外科医院 〒700-0927 086-243-0895柳本　誠一郎 柳本　誠一郎 昭48. 1. 1胃   外   整外診療所
     岡山市北区西古松１－３６－１０常　勤:    1 呼   皮   こう現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,566,7 おくむら大腸肛門クリ〒700-0821 086-222-4507奥村　周三 奥村　周三 昭48. 7. 1一般        19診療所
     ニック 岡山市北区中山下２丁目２－７４常　勤:    2 他   現存
     (医       2) 平30. 7. 1大腸・肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,568,3 古元医院 〒701-1223 08628-4-3736古元　裕 古元　裕 昭48. 7. 1一般         3診療所
     岡山市北区大窪４８２ 常　勤:    2 内   小   皮  現存
     (医       2) 平30. 7. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,595,6 耳鼻咽喉科菰口医院 〒700-0837 086-222-9633菰口　英夫 菰口　英夫 昭49.10.24耳い 診療所
     岡山市北区南中央町１０－１９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,610,3 國富内科医院 〒709-0631 086-297-3277國富　昭夫 國富　昭夫 昭50. 7. 1内   小   放  診療所
     岡山市東区東平島９６－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,613,7 キタカタクリニック 〒700-0808 086-226-2821今城　保 今城　保 昭50.10. 1胃   外   内  診療所
     岡山市北区大和町２－８－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,630,1 藤森内科胃腸科医院 〒703-8231 086-272-5752藤森　明良 藤森　明良 昭51.12. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市中区赤田字二反町６６－１常　勤:    2 循   小   放  現存
     (医       2) 平27.12. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   11010,652,5 操南整形外科医院 〒702-8002 086-277-5807三浦　成昭 三浦　成昭 昭53. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市中区桑野２９１－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,655,8 くにとみ外科胃腸科医〒703-8236 086-271-1358岡﨑　邦泰 岡﨑　邦泰 昭53. 3. 1胃   外   麻  診療所
     院 岡山市中区国富１丁目１４番８号常　勤:    3 他   現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,674,9 西下内科医院 〒700-0086 086-253-8131西下　駿三 西下　駿三 昭53. 9. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区津島西坂１－２－４１常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,708,5 小見山整形外科医院 〒700-0983 086-232-1210小見山　喜充 小見山　喜充 昭54.12. 1一般        17診療所
     岡山市北区東島田町１－５－２ 常　勤:    2 整外 リハ 放  現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,713,5 尾上整形外科医院 〒701-0144 086-243-3232尾上　寧 尾上　寧 昭55. 2. 1整外 リハ 放  診療所
     岡山市北区久米３６１ 常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,742,4 野上医院 〒703-8204 086-279-3018野上　一郎 野上　一郎 昭56. 1. 1内   産婦 アレ診療所
     岡山市中区雄町４９０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,744,0 渡辺医院 〒700-0986 086-243-6229渡辺　節生 渡辺　節生 昭56. 4. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市北区新屋敷町３丁目１６番常　勤:    1 循   小   リハ現存
     １９号 (医       1) 平29. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,747,3 北山胃腸科外科医院 〒702-8042 086-264-6811北山　陽太郎 北山　陽太郎 昭56. 5. 1胃   外   診療所
     岡山市南区洲崎２－９－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,754,9 小松神経科内科医院 〒700-0822 086-233-0014小松　謙二 小松　謙二 昭56.10. 1内   精   神  診療所
     岡山市北区表町１丁目６の３６冨常　勤:    1 現存
     山ビル２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,756,4 才野眼科診療所 〒701-0213 086-298-2075才野　恂子 才野　恂子 昭56.10. 1眼   診療所
     岡山市南区中畦３１８ー６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,762,2 中村産婦人科医院 〒700-0822 086-232-7893中村　淳一 中村　淳一 昭57. 1. 7産婦 診療所
     岡山市北区表町３－１７－３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 7
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   22010,766,3 酒井内科小児科 〒701-0142 086-255-2131酒井　章文 酒井　章文 昭57. 5. 1小   内   他  診療所
     岡山市北区白石西新町７番１１０常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,768,9 斉藤小児科医院 〒703-8232 086-279-8276斉藤　冨士子 斉藤　冨士子 昭57. 7. 1小   診療所
     岡山市中区関２７８ー８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,783,8 大屋医院 〒701-0135 086-293-6821大屋　厚夫 大屋　厚夫 昭58. 6. 1内   胃   外  診療所
     岡山市北区東花尻２２９の１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,796,0 高原小児科医院 〒700-0825 086-222-7939高原　和夫 高原　和夫 昭59. 5. 1小   アレ 診療所
     岡山市北区田町１丁目１３－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,803,4 太田眼科医院 〒701-0205 086-281-5000太田　知雅 太田　知雅 昭59.10. 1眼   診療所
     岡山市南区妹尾２３４４ー４ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,807,5 中島内科小児科医院 〒703-8271 086-276-3088中島　豊 中島　豊 昭59.12. 1内   小   診療所
     岡山市中区円山８１ー７ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,853,9 和田整形外科診療所 〒700-0822 086-232-5432和田　久宣 和田　久宣 昭62.10. 1整外 リハ 診療所
     岡山市北区表町１ー８ー３８ナサ常　勤:    1 現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,882,8 河野整形外科医院 〒700-0951 086-244-1088河野　光信 河野　光信 平元. 7. 1整外 リハ 診療所
     岡山市北区田中１５４－１０２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,888,5 古田内科小児科医院 〒703-8201 086-279-5266古田　嘉男 古田　嘉男 平元.10. 1内   神内 呼  診療所
     岡山市中区四御神３３５－４ 常　勤:    1 胃   循   小  現存
     (医       1) 平28.10. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,891,9 どい小児科クリニック〒700-0975 086-241-7141土肥　潤子 土肥　潤子 平元.12. 1循   小   内  診療所
     岡山市北区今２丁目１０番８号 常　勤:    2 アレ 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,910,7 ムネトモクリニック 〒700-0975 086-245-7070宗友　文男 宗友　文男 平 2. 9. 1内   消   小  診療所
     岡山市北区今７丁目６ー２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
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   33010,912,3 末宗小児科医院 〒700-0936 086-227-3322末宗　正行 末宗　正行 平 2.12. 1小   アレ 診療所
     岡山市北区富田５０３ー５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,913,1 おぐら小児科 〒700-0976 086-244-1115小倉　威郎 小倉　威郎 平 2.12. 1小   アレ 診療所
     岡山市北区辰巳３４ー１０９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,915,6 ぬもとクリニック 〒700-0821 086-222-0720沼本　重遠 沼本　重遠 平 2.12.27整外 リハ 放  診療所
     岡山市北区中山下１丁目９ー５１常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平29.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,922,2 野田内科医院 〒703-8213 086-278-3318野田　憲男 野田　憲男 平 3. 5. 1内   消   小  診療所
     岡山市東区藤井１７４ー６ 常　勤:    1 リハ 他   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,926,3 松本医院 〒700-0976 46-1536 大森　伸 大森　伸 平 3. 7. 1内   呼   消  診療所
     岡山市北区辰巳３８ー１０１ 常　勤:    1 外   皮   リハ現存
     (医       1) 平30. 7. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,927,1 林内科医院 〒700-0035 086-256-1419林　久智 林　久智 平 3. 7. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市北区高柳西町１６－１３ 常　勤:    1 循   小   放  現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,930,5 時岡内科循環器科医院〒700-0818 086-223-2657時岡　正明 時岡　正明 平 3. 8. 1内   呼   消  診療所
     岡山市北区蕃山町８ー１３ 常　勤:    1 循   リウ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40010,931,3 藤原脳神経外科医院 〒700-0026 086-256-8168藤原　則章 藤原　則章 平 3. 8. 1神内 外   脳外診療所
     岡山市北区奉還町４丁目２１ー２常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,932,1 うらた医院 〒701-0145 086-246-0062浦田　昌子 浦田　昌子 平 3. 8. 1内   循   小  診療所
     岡山市北区今保２０６ー１ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,941,2 城東外科医院 〒703-8222 086-279-5678宮井　芳明 宮井　芳明 平 4. 2. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市中区下３９６ー１ 常　勤:    1 循   外   整外現存
     (医       1) 平28. 2. 1リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   43010,942,0 ゆうクリニック 〒700-0903 086-225-0375柳田　公佑 柳田　公佑 平 4. 3. 1内   精   神内診療所
     岡山市北区幸町１ー７大田ビル３常　勤:    1 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,948,7 星島医院 〒701-0213 086-298-2747星島　昭 星島　昭 平 4. 5. 1内   胃   外  診療所
     岡山市南区中畦６０４ 常　勤:    1 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,954,5 樋口クリニック 〒700-0907 086-221-3131樋口　譲二 樋口　譲二 平 4.10. 1内   小   歯  診療所
     (014,954,7) 岡山市北区下石井２－１－１０Ｋ常　勤:    2 小歯 矯歯 現存
     Ｅビル３Ｆ (医       1) 平28.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,964,4 ながはら医院 〒700-0013 086-256-2858永原　章正 永原　章正 平 5. 5. 1内   消   リハ診療所
     岡山市北区伊福町４－５－４５ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,969,3 三好整形外科医院 〒701-1145 086-294-2340三好　和宏 三好　和宏 平 5. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市北区横井上７８７－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,976,8 岡崎内科産婦人科医院〒700-0808 086-225-4596岡崎　武志 岡崎　武志 平 5.12.29内   産婦 診療所
     岡山市北区大和町２ー５ー１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,985,9 すなみ内科 〒700-0063 086-255-7265角南　真一 角南　真一 平 6. 9. 1内   神内 胃  診療所
     岡山市北区大安寺東町７ー１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,986,7 福本クリニック 〒701-1201 086-284-8811福本　光宏 福本　光宏 平 6.10. 1内   胃   小  診療所
     岡山市北区首部６５ー４ 常　勤:    1 リハ アレ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,987,5 産科婦人科　浮田病院〒704-8117 086-942-5850浮田　信明 浮田　信明 平 6. 9.14一般        20病院
     岡山市東区西大寺南２丁目５－１常　勤:    1 産婦 現存
     ８ (医       1) 平24. 9.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,999,0 中務皮膚科クリニック〒703-8236 086-272-2110中務　晶弘 中務　晶弘 平 7. 5. 1皮   診療所
     岡山市中区国富７８１ー１国富診常　勤:    1 現存
     療ビル２階 (医       1) 平28. 5. 1
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   53011,017,0 一般財団法人　河田病〒700-0031 086-252-1231一般財団法人河田病院河田　敏明 昭32.10. 1精神       648病院
     院 岡山市北区富町２丁目１５番２１常　勤:    9　理事長　河田　隆介 精   神内 リハ現存
     号 (医       8) 平29.10. 1心内 
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54011,020,4 医療法人　喜多村病院〒700-0815 086-225-1065医療法人　喜多村病院喜多村　勇 昭32.10. 1療養 病院
     岡山市北区野田屋町１丁目２－１常　勤:    2　理事長　喜多村　勇     療養    23現存
     １ (医       2) 平29.10. 1内   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55011,024,6 光生病院 〒700-0985 086-222-6806社会医療法人　光生病佐能　量雄 昭32. 7. 1一般       198病院
     (015,024,8) 岡山市北区厚生町３丁目８番３５常　勤:   25院　理事長　佐能　量 内   外   整外現存
     号 (医      18)雄 平29. 7. 1脳外 形外 心外
     (歯       1) 呼内 放   神内
     (薬       6) ひ   リハ 心内
     非常勤:   72 精   皮   歯  
     (医      70) 眼   麻   
     (歯       1) 消化器内科、循
     (薬       1) 環器内科、ペイ
     ンクリニック内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56011,026,1 淳風会ロングライフホ〒700-0072 086-252-1185一般財団法人淳風会　久本　信實 昭32.10. 1療養        60病院
     スピタル 岡山市北区万成東町３－１ 常　勤:    3理事長　原　一穂 内   リハ 他  現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   40
     (医      37)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57011,027,9 公益財団法人慈圭会　〒702-8026 086-262-1191公益財団法人慈圭会　堀井　茂男 昭32.10. 1精神       570病院
     (015,027,1) 慈圭病院 岡山市南区浦安本町１００番２地常　勤:   36代表理事　藤田　英彦 精   歯   神  現存
     (医      27) 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       8)
     非常勤:   21
     (医      19)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   58011,035,2 医療法人　万成病院 〒700-0071 086-252-2261医療法人　万成病院　小林　建太郎 昭32. 8. 1精神 病院
     (015,035,4) 岡山市北区谷万成１－６－５ 常　勤:   10理事長　小林　建太郎     精神   500現存
     (医       9) 平29. 8. 1内   精   歯  
     (歯       1) 神   心内 
     非常勤:   15
     (医       8)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011,037,8 財団法人志清会　岡山〒700-0862 086-221-1116一般財団法人　志清会六車　昌士 昭32.10. 1一般 病院
     紀念病院 岡山市北区清輝本町７番２２号 常　勤:    6　理事長　六車　昌士     一般    40現存
     (医       5) 平29.10. 1療養
     (薬       1)     療養    17
     非常勤:   19 内   呼   消  
     (医      19) 循   外   リハ
     放   神内 小  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60011,049,3 公益財団法人林精神医〒703-8256 086-272-8811公益財団法人林精神医林　英樹 昭32.10. 1精神       278病院
     (015,049,5) 学研究所　附属　林道岡山市中区浜４７２ 常　勤:   11学研究所　理事長　林 精   内   神  現存
     倫精神科神経科病院 (医      10)　英樹 平29.10. 1心内 歯   
     (歯       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61011,062,6 総合病院　岡山協立病〒703-8288 086-272-2121岡山医療生活協同組合髙橋　淳 昭35.11.10一般       318病院
     (015,062,8) 院 岡山市中区赤坂本町８番１０号 常　勤:   48　代表理事　髙橋　淳 内   外   脳外現存
     (医      38) 平29.11.10整外 小   婦  
     (歯       3) ひ   眼   耳い
     (薬       7) 呼内 麻   リハ
     非常勤:   21 放   精   皮  
     (医      21) リウ アレ 歯  
     病理 
     肛門外科、循環
     器内科、消化器
     内科、消化器外
     科救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62011,081,6 医療法人社団恵風会　〒700-0902 086-225-2311医療法人社団恵風会　安井　一夫 昭42. 8. 1整外 内   診療所
     宮本整形外科駅前診療岡山市北区錦町２番８号 常　勤:    1宮本整形外科病院　理 現存
     所 (医       1)事長　宮本　宣義 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   63011,089,9 大元寮診療所 〒700-0927 086-241-1415社会福祉法人　岡山ろ菅谷　明子 昭44.10. 1耳い 診療所
     岡山市北区西古松３２１番地の１常　勤:    1うあ児援護協会　理事 現存
     ０２ (医       1)長　大森　修平 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64011,105,3 医療法人明芳会　佐藤〒702-8053 086-263-6622医療法人　明芳会　理小倉　俊郎 昭49. 1. 1一般        51病院
     病院 岡山市南区築港栄町２ー１３ 常　勤:   10事長　小松原　正吉 療養        42現存
     (医       8) 平28. 1. 1内   胃   循  
     (薬       2) 外   整外 リハ
     非常勤:   21 心内 精   ひ  
     (医      20)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65011,106,1 医療法人　洋友会　中〒701-0205 086-282-0218医療法人　洋友会　理中島　祐一 昭49. 1. 1療養 病院
     島病院 岡山市南区妹尾１８７８ 常　勤:    2事長　中島　祐一     療養    56現存
     (医       2) 平28. 1. 1内   外   整外
     非常勤:    4 皮   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66011,111,1 医療法人慈光苑　山崎〒700-0024 086-253-6663医療法人慈光苑　山崎山崎　善久 昭53. 4. 1一般         8診療所
     産婦人科医院 岡山市北区駅元町１３－３ 常　勤:    1産婦人科医院　理事長 産婦 現存
     (医       1)　山崎　善久 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67011,115,2 医療法人創和会　重井〒701-0202 086-282-5311医療法人創和会　重井真鍋　康二 昭54.11. 1一般       156病院
     医学研究所附属病院 岡山市南区山田２１１７ 常　勤:   23医学研究所附属病院　 療養        42現存
     (医      13)理事長　重井　文博 平24.11. 1内   小   外  
     (薬      10) ひ   リハ 皮  
     非常勤:   52 眼   
     (医      51) 腎臓内科・消化
     (薬       1) 器内科・糖尿病
     内科・循環器内
     科　他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011,118,6 山陽病院 〒702-8006 086-276-1101医療法人社団　良友会中島　唯夫 昭57.12. 1療養        15病院
     (015,118,8) 岡山市中区藤崎４６５ 常　勤:   11　理事長　中島　良彦 精神       204現存
     (医       8) 平27.12. 1内   精   神内
     (歯       1) 歯   
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   69011,131,9 一般財団法人　操風会〒703-8265 086-276-3231一般財団法人　操風会土井　章弘 昭59.12. 1一般       202病院
     　岡山旭東病院 岡山市中区倉田５６７番地の１ 常　勤:   34　代表理事　土井　基 神内 循   整外現存
     (医      30)之 平29.12. 1脳外 リハ 放  
     (薬       4) 麻   内   形外
     非常勤:   38 リウ 
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70011,132,7 一般財団法人淳風会　〒700-0913 086-224-3211一般財団法人淳風会　市場　俊雄 昭60. 2.19内   呼   消  診療所
     (015,132,9) 大供クリニック 岡山市北区大供２丁目３番１号 常　勤:   17理事長　原　一穂 循   婦   歯  現存
     (医      14) 平30. 2.19放   精   心内
     (歯       3)
     非常勤:   17
     (医       7)
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71011,135,0 医療法人社団　福島内〒700-0027 086-255-1281医療法人社団　福島内草野　功 昭62. 2. 1一般         9診療所
     科医院 岡山市北区清心町３番１８号 常　勤:    1科医院　理事長　草野 療養        10現存
     (医       1)　功 平29. 2. 1内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011,139,2 医療法人自由会　岡山〒701-0211 086-282-0555医療法人自由会　岡山宮森　政志 昭62.12. 1一般        44病院
     光南病院 岡山市南区東畦７６７ー３ 常　勤:    6光南病院　理事長　橋 内   呼   胃  現存
     (医       5)本　俊明 平29.12. 1循   整外 リハ
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73011,140,0 かとう内科並木通り診〒702-8058 086-264-8855医療法人社団　かとう加藤　恒夫 昭63. 5. 1一般        13診療所
     療所 岡山市南区並木町２－２７－５ 常　勤:    6内科並木通り診療所　 療養         6現存
     (医       6)理事長　加藤　恒夫 平30. 5. 1内   小   ひ  
     非常勤:   13 神内 リハ 心内
     (医      13) 他   
     胃腸内科、循環
     器内科、乳腺外
     来
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74011,142,6 医療法人　井上医院 〒703-8232 086-279-4801医療法人　井上医院　井上　誠司 昭63. 6. 1一般        13診療所
     岡山市中区関２２ 常　勤:    1理事長　井上　誠司 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   75011,144,2 おおもと病院 〒700-0924 086-241-6888医療法人天声会　おお磯﨑　博司 昭63. 8. 1一般        51病院
     岡山市北区大元一丁目１番５号 常　勤:    9もと病院　理事長　山 外   麻   婦  現存
     (医       8)本　泰久 平24. 8. 1他   
     (薬       1) 乳腺外科、消化
     非常勤:   10 器外科、胃腸内
     (医      10) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76011,145,9 前田医院 〒701-1202 086-284-7676医療法人社団　岡山純石津　日出雄 昭63. 9. 1内   循   他  診療所
     岡山市北区楢津３１０ー１ 常　勤:    4心会　理事長　前田　 現存
     (医       4)計子 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77011,147,5 医療法人順明会　片山〒703-8262 086-276-5252医療法人順明会　片山片山　望 平元. 4.20一般         4診療所
     東眼科医院 岡山市中区福泊２５３ー５ 常　勤:    1東眼科医院　理事長　 眼   現存
     (医       1)片山　望 平28. 4.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78011,148,3 医療法人　本荘耳鼻咽〒700-0973 086-241-5336医療法人本荘耳鼻咽喉本荘　博基 平元. 5. 1耳い 診療所
     喉科医院 岡山市北区下中野３４２ー１０６常　勤:    1科医院　理事長　本荘 現存
     (医       1)博基 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79011,149,1 医療法人正善会　今井〒701-1213 086-284-0043医療法人正善会　今井今井　善朗 平元. 5. 1内   神内 胃  診療所
     医院 岡山市北区西辛川２６９ー１ 常　勤:    1医院　理事長　今井　 小   皮   リハ現存
     (医       1)善朗 平28. 5. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80011,150,9 医療法人志成会　小山〒700-0901 086-224-8733医療法人志成会　小山遠藤　龍太郎 平元. 5. 1耳い 診療所
     医院　駅前耳鼻咽喉科岡山市北区本町３ー２ 常　勤:    2医院　理事長　遠藤　 現存
     (医       2)龍太郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81011,154,1 医療法人　服部医院 〒700-0027 086-254-2323医療法人服部医院　理服部　浩明 平元. 6.23皮   アレ 形外診療所
     岡山市北区清心町３－２４ 常　勤:    1事長　服部　浩明 現存
     (医       1) 平28. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82011,158,2 医療法人成和会　粟井〒700-0087 086-255-1330医療法人成和会　粟井粟井　佐知夫 平元. 7. 1内   放   他  診療所
     内科診療所 岡山市北区津島京町２丁目１２番常　勤:    2内科診療所　理事長　 現存
     ３８号 (医       2)粟井　佐知夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83011,160,8 医療法人青元会　青木〒701-0144 086-243-8282医療法人青元会　青木青木　大輔 平元. 7. 1一般        10診療所
     外科医院 岡山市北区久米２５０－４ 常　勤:    3外科医院　理事長　青 整外 リハ 現存
     (医       2)木　邦武 平28. 7. 1胃腸内科　肛門
     (薬       1) 内科　肛門外科
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   84011,161,6 医療法人　笠井医院 〒700-0821 086-235-9288医療法人　笠井医院　笠井　英夫 平元. 7. 1耳い 歯   小歯診療所
     (015,161,8) 岡山市北区中山下２丁目５－４３常　勤:    2理事長　笠井　英夫 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85011,162,4 医療法人博優会　大森〒700-0821 086-222-6369医療法人博優会　理事大森　裕也 平元. 7. 1他   外   皮  診療所
     クリニック 岡山市北区中山下１－６－１８ 常　勤:    1長　大森　裕也 循環器内科（主現存
     (医       1) 平28. 7. 1たる診療科）
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86011,163,2 医療法人恵生会　長瀬〒700-0985 086-222-2709医療法人恵生会　理事柏　裕美子 平元. 7. 1内   小   放  診療所
     内科医院 岡山市北区厚生町２丁目６番２０常　勤:    1長　柏　裕美子 皮   形外 現存
     号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87011,166,5 医療法人　岡田内科 〒700-0932 086-222-2929医療法人　岡田内科　岡田　浩 平元. 7. 1内   小   消  診療所
     岡山市北区奥田本町１３－８ 常　勤:    1理事長　岡田　浩 循   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88011,167,3 医療法人あさひ会　岡〒702-8031 086-264-3737医療法人あさひ会　理岡部　史朗 平元. 7. 1眼   診療所
     部眼科医院 岡山市南区福富西３丁目７－２３常　勤:    2事長　岡部　史朗 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89011,169,9 医療法人　大本眼科医〒703-8256 086-273-1797医療法人　大本眼科医大本　佐和子 平元. 7. 1眼   診療所
     院 岡山市中区浜２－８－１９ 常　勤:    2院　理事長　大本　雅 現存
     (医       2)弘 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90011,171,5 深澤内科医院 〒701-1213 086-284-1151医療法人深澤内科医院深澤　隆雄 平元. 7. 1内   放   診療所
     岡山市北区西辛川４８７－２ 常　勤:    2　理事長　深澤　隆雄 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91011,172,3 医療法人秀和会　和氣〒700-0817 086-222-5906医療法人秀和会　理事和氣　秀文 平元. 8. 1呼   消   循  診療所
     整形外科・外科 岡山市北区弓之町５－８ 常　勤:    1長　和氣　秀文 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平28. 8. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92011,174,9 医療法人和秀会　内藤〒700-0815 086-223-9761医療法人和秀会　内藤内藤　秀夫 平元. 8. 1内   放   診療所
     医院 岡山市北区野田屋町２－５－２４常　勤:    2医院　理事長　内藤　 現存
     (医       2)秀夫 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   93011,179,8 医療法人　大淵整形外〒700-0815 086-231-5588医療法人　大淵整形外後藤　峰範 平元.10. 1整外 眼   リハ診療所
     科眼科医院 岡山市北区野田屋町２－１１－１常　勤:    3科眼科医院　大淵　眞 美容皮膚科 現存
     ４ (医       3)爾 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94011,182,2 医療法人　前島外科内〒700-0953 086-241-0032医療法人　前島外科内前島　玲二郎 平元.10. 1内   胃   循  診療所
     科医院 岡山市南区西市５６０番地の７ 常　勤:    3科医院　理事長　前島 小   外   整外現存
     (医       3)　皎仁 平28.10. 1皮   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95011,183,0 医療法人朋友会　渡辺〒704-8191 086-942-2124医療法人朋友会　渡辺渡邊　朋子 平元.10. 1内   胃   放  診療所
     内科 岡山市東区西大寺中野８８４ 常　勤:    1内科　理事長　渡邊　 循   現存
     (医       1)朋子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96011,185,5 医療法人　木本内科医〒700-0912 086-231-2688医療法人　木本内科医木本　克彦 平元.10. 1一般        19診療所
     院 岡山市北区大供表町３番１２－１常　勤:    1院　理事長　木本　克 内   呼   胃  現存
     ０１号 (医       1)彦 平28.10. 1循   小   放  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97011,186,3 医療法人　喜多嶋眼科〒704-8112 086-942-6212医療法人　喜多嶋眼科喜多嶋　修也 平元.10. 1一般         4診療所
     岡山市東区西大寺上３丁目１－２常　勤:    1　理事長　喜多嶋　修 眼   現存
     ４ (医       1)也 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98011,187,1 医療法人慶風会　伊藤〒700-0915 086-232-8280医療法人慶風会　理事伊藤　元一 平元.10. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科医院 岡山市北区鹿田本町１－１５ 常　勤:    2長　伊藤　元一 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99011,188,9 医療法人　福田小児科〒702-8031 086-263-8585医療法人　福田小児科福田　博道 平元.10. 1小   診療所
     医院 岡山市南区福富西３丁目１－１４常　勤:    1医院　理事長　福田　 現存
     (医       1)博道 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100011,189,7 医療法人　遠藤医院 〒704-8138 086-946-1414医療法人　遠藤医院　遠藤　正三郎 平元.10. 1一般         3診療所
     岡山市東区神崎町１９１３－８ 常　勤:    1理事長　遠藤　正三郎 療養         6現存
     (医       1) 平28.10. 1内   胃   整外
     皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101011,191,3 医療法人健朋会　佐々〒700-0056 086-253-0230医療法人健朋会　理事佐々木　高 平元.10. 1内   小   消  診療所
     木医院 岡山市北区西崎本町４－３ 常　勤:    1長　佐々木　高 放   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  102011,192,1 医療法人　山谷医院 〒701-1143 086-294-2987医療法人　山谷医院　山谷　幾道 平元.10. 1胃   外   整外診療所
     岡山市北区吉宗４２９－３ 常　勤:    1理事長　山谷　幾道 リハ こう 内  現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103011,193,9 医療法人　橋本産婦人〒702-8056 086-264-4411医療法人　橋本産婦人橋本　威郎 平元.10. 1一般        10診療所
     科医院 岡山市南区築港新町１丁目７－１常　勤:    2科医院　理事長　橋本 産婦 現存
     ２ (医       2)　威郎 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104011,195,4 医療法人　名越整形外〒701-0153 086-293-0640医療法人　名越整形外名越　充 平元.10. 1リウ 整外 リハ診療所
     科医院 岡山市北区庭瀬２２９－２ 常　勤:    1科医院　理事長　名越 内   現存
     (医       1)　充 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105011,196,2 長井クリニック 〒703-8271 086-276-2111医療法人　輝会　理事長井　一信 平元.10. 1一般         2診療所
     岡山市中区円山５４－１８ 常　勤:    2長　長井　一信 療養         5現存
     (医       2) 平28.10. 1呼   胃   外  
     こう リハ 放  
     内   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106011,197,0 医療法人天成会　小林〒700-0941 086-226-5022医療法人天成会　小林原口　総一郎 平元.10. 1一般        15診療所
     内科診療所 岡山市北区青江五丁目１番３号 常　勤:    3内科診療所　理事長　 内   リハ 整外現存
     (医       3)原口　総一郎 平28.10. 1リウ 呼内 皮  
     非常勤:   22 腎臓内科（人工
     (医      22) 透析）、心療内
     科、糖尿病内科
     　他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107011,198,8 医療法人信愛会　宇治〒704-8116 086-942-2158医療法人信愛会　宇治宇治　秀樹 平元.11. 1内   放   リハ診療所
     医院 岡山市東区西大寺中３丁目３番２常　勤:    1医院　理事長　宇治　 現存
     ４号 (医       1)秀樹 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108011,200,2 医療法人　大橋医院 〒701-0205 086-282-0069医療法人大橋医院　理大橋　淑人 平元.11. 1内   胃   小  診療所
     岡山市南区妹尾２４０ 常　勤:    1事長　大橋　淑人 放   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109011,201,0 医療法人　畑眼科 〒700-0814 086-222-3828医療法人　畑眼科　理畑　文忠 平 2. 2. 1眼   診療所
     岡山市北区天神町２番３号 常　勤:    1事長　畑　文忠 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  110011,202,8 医療法人　高松整形外〒701-1352 086-287-3380医療法人　高松整形外岡本　和夫 平 2. 2. 1一般         7診療所
     科脳神経外科医院 岡山市北区小山４９２－１ 常　勤:    1科脳神経外科医院　理 療養        12現存
     (医       1)事長　岡本　和夫 平29. 2. 1内   整外 脳外
     リハ 放   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111011,203,6 医療法人三志会　岡山〒701-1203 086-284-1169医療法人三志会　理事吉武　晃 平 2. 2. 1眼   診療所
     西眼科 岡山市北区一宮山崎２７９番地の常　勤:    1長　吉武　晃 現存
     ２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112011,204,4 医療法人三志会　高島〒703-8205 086-275-5600医療法人三志会　理事吉武　秀子 平 2. 2. 1眼   診療所
     眼科 岡山市中区中井４４０－１ 常　勤:    1長　吉武　晃 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113011,206,9 医療法人　林内科小児〒701-0204 086-282-2626医療法人　林内科小児林　純一 平 2. 3. 1内   循   小  診療所
     科医院 岡山市南区大福１２５２－２ 常　勤:    2科医院　理事長　林　 呼   消   現存
     (医       2)純一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114011,207,7 医療法人　岸医院 〒700-0013 086-252-1885医療法人　岸医院　理後藤　基子 平 2. 3. 1内   診療所
     岡山市北区伊福町３－２６－２７常　勤:    2事長　後藤　基子 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115011,208,5 医療法人　栗原医院 〒704-8116 086-943-3111医療法人　栗原医院　栗原　信 平 2. 3. 1小   アレ 診療所
     岡山市東区西大寺中二丁目２４－常　勤:    1理事長　栗原　正 現存
     ３６ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116011,211,9 医療法人　伏見医院 〒700-0944 086-241-3480医療法人　伏見医院　伏見　章 平 2. 3. 1内   胃   小  診療所
     岡山市南区泉田五丁目４－１６ 常　勤:    1理事長　伏見　章 放   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117011,212,7 医療法人　須藤医院 〒701-1211 086-284-0175医療法人　須藤医院　須藤　和夫 平 2. 3. 1内   胃   外  診療所
     岡山市北区一宮１１７－１ 常　勤:    1理事長　須藤　和夫 整外 皮   リハ現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118011,215,0 ひふ科大山クリニック〒700-0085 086-252-3389医療法人咲桜会　理事大山　公崇 平 2. 6. 1皮   診療所
     岡山市北区津島南１－１－１２ 常　勤:    1長　大山　公崇 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119011,216,8 医療法人　久松内科循〒700-0821 086-225-7373医療法人　久松内科循久松　三生 平 2. 6. 1内   消   循  診療所
     環器科医院 岡山市北区中山下１丁目９－４０常　勤:    2環器科医院　理事長　 放   現存
     新岡山ビル１０階 (医       2)久松　三生 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  120011,217,6 医療法人　イナバ小児〒700-0914 086-232-5355医療法人　イナバ小児稲葉　眞 平 2. 7. 1小   アレ 診療所
     科 岡山市北区鹿田町１－７－１ 常　勤:    2科　理事長　稲葉　眞 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121011,218,4 医療法人芳貴会　えば〒701-1342 086-287-3300医療法人芳貴会　江原江原　芳男 平 2. 7. 1一般        17診療所
     らクリニック 岡山市北区加茂１５－３ 常　勤:    1外科胃腸科医院　理事 内   小   外  現存
     (医       1)長　江原　芳男 平29. 7. 1整外 こう 
     非常勤:    1 消化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122011,219,2 医療法人一進会　河合〒700-0853 086-231-3278医療法人一進会　河合河合　俊典 平 2. 7. 1外   内   整外診療所
     外科 岡山市南区豊浜町１の３５ 常　勤:    2外科　理事長　河合　 皮   現存
     (医       2)俊典 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123011,221,8 医療法人　酒井眼科医〒701-0142 086-255-2132医療法人　酒井眼科医酒井　裕子 平 2. 7. 1眼   診療所
     院 岡山市北区白石西新町７番１１０常　勤:    1院　理事長　酒井　裕 現存
     (医       1)子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124011,222,6 医療法人　田辺内科 〒700-0026 086-252-2020医療法人　田辺内科　田辺　功 平 2. 7. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区奉還町３－１－５ 常　勤:    3理事長　田辺　亙 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125011,223,4 医療法人　平井小児科〒700-0051 086-253-0153医療法人　平井小児科平井　俊太郎 平 2. 7. 1小   診療所
     岡山市北区下伊福上町１番２号 常　勤:    1　理事長　平井　俊太 現存
     (医       1)郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126011,224,2 医療法人青十字コスモ〒700-0861 086-221-1500医療法人青十字コスモ藤井　正 平 2. 7. 1内   胃   小  診療所
     ス会　ブルークリニッ岡山市北区清輝橋２丁目２番８号常　勤:    2ス会　ブルークリニッ 外   整外 眼  現存
     ク (医       2)ク　理事長　藤井　正 平29. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127011,225,9 医療法人　山下内科医〒700-0023 086-224-1034医療法人　山下内科医山下　芳郎 平 2. 7. 1内   呼   消  診療所
     院 岡山市北区駅前町１－２－１４ 常　勤:    1院　理事長　山下　芳 循   現存
     (医       1)郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128011,226,7 医療法人　籔内小児科〒703-8205 086-275-5036医療法人　籔内小児科籔内　弘 平 2. 8. 1小   アレ 診療所
     医院 岡山市中区中井一丁目４番５号 常　勤:    2医院　理事長　籔内　 現存
     (医       2)弘 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129011,227,5 医療法人　しげとし医〒700-0945 086-222-2627医療法人　しげとし医重歳　正和 平 2. 9. 1内   胃   小  診療所
     院 岡山市南区新保３９７－１７ 常　勤:    1院　理事長　重歳　正 現存
     (医       1)和 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  130011,228,3 医療法人　まえだ診療〒701-0205 086-282-0812医療法人まえだ診療所前田　典子 平 2. 9. 1内   小   麻  診療所
     所 岡山市南区妹尾８４０－１１ 常　勤:    2　理事長　前田　典子 他   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131011,229,1 医療法人社団康生会　〒704-8175 086-943-9191医療法人社団康生会　大西　武生 平 2. 9. 1内   消   診療所
     大西内科消化器科医院岡山市東区益野町２５１－１ 常　勤:    2大西内科消化器科医院 現存
     (医       2)　理事長　大西　武生 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132011,230,9 医療法人宝生会　名越〒701-0153 086-293-0553医療法人宝生会　名越名越　一介 平 2. 9. 1内   産婦 診療所
     産婦人科 岡山市北区庭瀬２３１－２ 常　勤:    1産婦人科　理事長　名 現存
     (医       1)越　一介 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133011,231,7 朝日医療クリニック 〒703-8255 086-272-5811医療法人　朝日医療会万代　矩之 平 2. 9. 1内   外   リハ診療所
     岡山市中区東川原１４１－１０ 常　勤:    1　理事長　万代　矩之 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134011,232,5 医療法人　青木内科小〒701-0204 086-281-2277医療法人　青木内科小青木　佳之 平 2. 9. 1一般        19診療所
     児科医院 岡山市南区大福２８１－５ 常　勤:    2児科医院　理事長　青 内   神内 胃  現存
     (医       2)木　佳之 平29. 9. 1循   小   リハ
     非常勤:    5 アレ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135011,233,3 医療法人社団緑竹会　〒702-8031 086-263-6710医療法人社団緑竹会　竹原　謙三 平 2.10. 1内   呼   消  診療所
     竹原内科医院 岡山市南区福富西２丁目５番４０常　勤:    1竹原内科医院　理事長 循   小   放  現存
     号 (医       1)　竹原　謙三 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136011,234,1 医療法人　寺見内科医〒700-0964 086-243-7115医療法人　寺見内科医寺見　隆宏 平 3. 2. 1一般        19診療所
     院 岡山市北区中仙道５８－１２２ 常　勤:    3院　理事長　寺見　武 内   呼   消  現存
     (医       3)人 平30. 2. 1循   小   リハ
     放   リウ アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137011,235,8 医療法人医清会　山本〒700-0944 086-243-2011医療法人医清会　理事山本　二平 平 3. 2. 1一般        12診療所
     医院 岡山市南区泉田４１８－２５ 常　勤:    1長　山本　二平 療養         6現存
     (医       1) 平30. 2. 1内   胃   小  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138011,236,6 医療法人　坂野内科医〒701-1143 086-294-5025医療法人　坂野内科医坂野　誠 平 3. 2. 1内   小   リハ診療所
     院 岡山市北区吉宗６７７番地の１ 常　勤:    1院　理事長　坂野　誠 放   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  139011,238,2 医療法人　遠藤耳鼻咽〒703-8245 086-273-2535医療法人　遠藤耳鼻咽遠藤　洋一 平 3. 5. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 岡山市中区藤原８１－３ 常　勤:    1喉科医院　理事長　遠 現存
     (医       1)藤　洋一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140011,241,6 医療法人社団　渕本医〒700-0927 086-241-9484医療法人社団　渕本医渕本　武文 平 3. 5. 1内   小   放  診療所
     院 岡山市北区西古松２－２８－１４常　勤:    1院　理事長　渕本　武 現存
     (医       1)文 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141011,245,7 医療法人　わくた胃腸〒700-0945 086-246-1515医療法人　わくた胃腸湧田　新一 平 3. 9. 1内   胃   外  診療所
     科外科医院 岡山市南区新保１３２５－２ 常　勤:    1科外科医院　理事長　 こう リハ 現存
     (医       1)湧田　新一 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142011,246,5 医療法人　小林クリニ〒703-8265 086-274-1700医療法人　小林クリニ小林　純 平 3. 9. 1内   放   他  診療所
     ック 岡山市中区倉田３２４－６１ 常　勤:    1ック　理事長　小林　 現存
     (医       1)純 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143011,248,1 医療法人　藤田皮膚科〒702-8038 086-264-5840医療法人　藤田皮膚科藤田　淳史 平 3. 9. 1皮   診療所
     医院 岡山市南区松浜町２番１号 常　勤:    2医院　理事長　藤田　 現存
     (医       2)淳史 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144011,251,5 公益財団法人岡山県健〒700-0952 086-241-0880公益財団法人岡山県健西井　研治 平 3.10. 1一般        40病院
     康づくり財団附属病院岡山市北区平田４０８ー１ 常　勤:    7康づくり財団　理事長 結核        46現存
     (医       5)　石川　紘 平24.10. 1療養        40
     (薬       2) 内   胃   呼  
     非常勤:   38 循   放   リハ
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145011,256,4 医療法人雄風会　あし〒701-1464 086-295-1133医療法人　雄風会　理市木　研 平 4. 1. 1内   循   リハ診療所
     もりクリニック 岡山市北区下足守１９００番地の常　勤:    2事長　市木　研 消   呼   放  現存
     １ (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146011,258,0 医療法人　清水内科医〒700-0831 086-231-0031医療法人　清水内科医清水　直樹 平 4. 4. 1内   呼   胃  診療所
     院 岡山市北区京橋町９－７ 常　勤:    2院　理事長　清水　直 循   放   現存
     (医       2)樹 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  147011,259,8 医療法人　三戸内科医〒701-2141 0862-29-3331医療法人　三戸内科医三戸　敏正 平 4. 5. 1内   呼   胃  診療所
     院 岡山市北区牟佐１６８－３ 常　勤:    2院　三戸　敏正 循   皮   リハ現存
     (医       1) 平28. 5. 1小   放   アレ
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148011,260,6 耳鼻咽喉科　菅田医院〒703-8267 086-277-5733医療法人啓明会　理事菅田　研一 平 4. 6. 1耳い 診療所
     岡山市中区山崎６８番地２ 常　勤:    2長　菅田　研一 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149011,261,4 医療法人聖道会　西川〒700-0902 086-221-3000医療法人聖道会　理事今井　寛途 平 4. 7. 1内   精   診療所
     クリニック 岡山市北区錦町３－１４ 常　勤:    1長　今井　寛途 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150011,262,2 間野眼科 〒700-0028 086-255-0217医療法人　間野眼科　間野　ともえ 平 4. 7. 1眼   診療所
     岡山市北区絵図町５－１ 常　勤:    1理事長　間野　ともえ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151011,263,0 社会医療法人　岡村一〒704-8117 086-942-9919社会医療法人　岡村一仲原　純一 平 4.10. 1一般       152病院
     心堂病院 岡山市東区西大寺南２丁目１番７常　勤:   21心堂　理事長　岡村　 内   神内 外  現存
     号 (医      19)暢大 平28.10. 1脳外 整外 形外
     (薬       2) 心外 ひ   眼  
     非常勤:   40 耳い 皮   精  
     (医      40) 婦   麻   リハ
     臨床 病理 他  
     消化器内科呼吸
     器内科循環器内
     科腫瘍内科緩和
     ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152011,264,8 医療法人幸和会　岡北〒700-0081 086-255-0777医療法人幸和会　岡北越宗　義三郎 平 5. 1. 1胃   外   整外診療所
     整形外科医院 岡山市北区津島東二丁目７番１号常　勤:    2整形外科医院　理事長 皮ひ リハ 放  現存
     (医       1)　越宗　義三郎 平29. 1. 1リウ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153011,266,3 医療法人清泉会　黒住〒700-0944 086-241-1518医療法人清泉会　理事黒住　孝志 平 5. 2. 1一般        12診療所
     整形外科 岡山市南区泉田３６４－６ 常　勤:    1長　黒住　孝志 整外 リハ リウ休止
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  154011,267,1 コープ西大寺診療所 〒704-8116 086-944-0088岡山医療生活協同組合西野　正人 平 5. 2. 1内   診療所
     岡山市東区西大寺中２－２０－３常　勤:    2　代表理事　髙橋　淳 現存
     ３ (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155011,269,7 医療法人　佐藤医院 〒700-0864 086-223-7746医療法人　佐藤医院　佐藤　涼介 平 5. 2. 1内   アレ リハ診療所
     岡山市北区旭町１５ 常　勤:    1理事長　佐藤　涼介 他   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156011,273,9 医療法人　青木内科小〒701-0204 086-281-6622医療法人　青木内科小生田　福郎 平 5. 6. 1内   精   神内診療所
     (015,273,1) 児科医院　あいの里ク岡山市南区大福９５０－６ 常　勤:    6児科医院　理事長　青 小   リハ 歯  現存
     リニック (医       3)木　佳之 平29. 6. 1
     (歯       3)
     非常勤:   12
     (医       2)
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157011,275,4 医療法人松山会　松本〒701-1464 086-295-0733医療法人松山会　理事松本　幹夫 平 5. 5. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 岡山市北区下足守１９０２－３ 常　勤:    1長　松本　幹夫 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158011,276,2 医療法人　原医院 〒702-8001 086-277-8233医療法人　原医院　理原　嘉孝 平 5. 5. 1内   小   診療所
     岡山市中区沖元４０６番地の６ 常　勤:    2事長　原　嘉孝 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159011,277,0 医療法人　三宅クリニ〒700-0804 086-221-3030医療法人　三宅クリニ三宅　清 平 5. 5. 1皮   ひ   診療所
     ック 岡山市北区中井町１－１－４３メ常　勤:    1ック　理事長　三宅　 現存
     ゾン神宮寺 (医       1)清 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160011,278,8 医療法人　河内山皮膚〒704-8171 086-942-7733医療法人　河内山皮膚河内山　明 平 5. 6. 1形外 皮   診療所
     科形成外科 岡山市東区目黒町１０－３ 常　勤:    1科形成外科　理事長　 現存
     (医       1)河内山　明 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161011,279,6 医療法人　川上耳鼻咽〒701-0206 086-281-3939医療法人　川上耳鼻咽川上　晋一郎 平 5. 6. 1耳い 診療所
     喉科医院 岡山市南区箕島１２７３－６ 常　勤:    1喉科医院　理事長　川 現存
     (医       1)上　晋一郎 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162011,280,4 医療法人清藤会　芳賀〒701-1221 086-284-7272医療法人清藤会　芳賀清藤　哲司 平 5. 7. 1内   外   診療所
     佐山診療所 岡山市北区芳賀５１１２－１０３常　勤:    1佐山診療所　理事長　 現存
     (医       1)清藤　哲司 平29. 7. 1
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  163011,281,2 医療法人　岡耳鼻咽喉〒702-8025 086-262-8552医療法人　岡耳鼻咽喉岡　茂 平 5. 8. 1耳い 診療所
     科医院 岡山市南区浦安西町２１－３１ 常　勤:    1科医院　理事長　岡　 現存
     (医       1)茂 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164011,282,0 医療法人ふたば会　う〒701-0212 086-282-5722医療法人ふたば会　理青景　和英 平 5. 8. 1一般        13診療所
     ちおグリーンクリニッ岡山市南区内尾４６３ 常　勤:    2事長　青景　和英 療養         6現存
     ク (医       2) 平29. 8. 1内   呼   胃  
     循   外   こう
     リハ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165011,283,8 医療法人　おまち整形〒703-8204 086-278-3300医療法人　おまち整形山脇　康正 平 5. 8. 1整外 リハ 麻  診療所
     外科医院 岡山市中区雄町２８１番地の６ 常　勤:    1外科医院　理事長　山 内   神   リウ現存
     (医       1)脇　康正 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166011,284,6 有森・整形外科・内科〒701-1213 086-284-6188医療法人　有森医院　有森　稔 平 5. 8. 1整外 内   外  診療所
     クリニック 岡山市北区西辛川４７９番地 常　勤:    3理事長　有森　稔 リハ 現存
     (医       3) 平29. 8. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167011,285,3 医療法人パウロ記念会〒702-8038 086-264-3113医療法人パウロ記念会松山　正春 平 5. 8. 1一般 診療所
     　松山胃腸科外科 岡山市南区松浜町１６－１１ 常　勤:    3　理事長　松山　正春     一般    19現存
     (医       3) 平29. 8. 1胃   外   整外
     非常勤:    1 ひ   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168011,286,1 医療法人　森谷外科医〒700-0973 086-245-3655医療法人　森谷外科医森谷　行利 平 5. 8. 1一般        19診療所
     院 岡山市北区下中野７１７－１０１常　勤:    3院　理事長　森谷　行 外   麻   他  現存
     (医       3)利 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169011,288,7 小山眼科 〒704-8173 086-943-5000医療法人寿会　理事長小松　直樹 平 5. 9. 1一般        11診療所
     岡山市東区可知２丁目３番１４号常　勤:    2　小松　直樹 眼   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170011,289,5 医療法人　内田内科小〒703-8271 086-277-0300医療法人　内田内科小内田　耕三郎 平 5.11. 1内   小   リハ診療所
     児科医院 岡山市中区円山１４６－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　内 呼   アレ 現存
     (医       1)田　耕三郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171011,291,1 医療法人おおぞら会　〒700-0051 086-252-2661医療法人おおぞら会　遠迫　文 平 5.11. 1療養        50病院
     同仁病院 岡山市北区下伊福上町１５－７ 常　勤:    4理事長　遠迫　文 内   小   呼  現存
     (医       3) 平29.11. 1胃   リハ 放  
     (薬       1) アレ 他   
     非常勤:   14 循環器内科
     (医      14)
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  172011,293,7 医療法人　万袋内科胃〒703-8267 086-276-2364医療法人　万袋内科胃万袋　昌良 平 5.12. 1内   胃   小  診療所
     腸科医院 岡山市中区山崎２６３－４ 常　勤:    1腸科医院　理事長　万 循   呼   現存
     (医       1)袋　昌良 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173011,296,0 医療法人　中山医院 〒701-1612 086-299-0005医療法人　中山医院　中山　堅吾 平 5.12. 1内   診療所
     岡山市北区西山内１０１ 常　勤:    2理事長　中山　堅吾 糖尿病内科 現存
     (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174011,297,8 医療法人誠医会　矢野〒703-8205 086-275-3757医療法人誠医会　矢野矢野　啓介 平 5.12. 1内   放   リウ診療所
     医院 岡山市中区中井１丁目１５－１８常　勤:    2医院　理事長　矢野　 現存
     (医       2)啓介 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175011,298,6 医療法人　産婦人科　〒701-1202 086-284-5511医療法人　産婦人科山山下　浩一 平 5.12. 1一般         1診療所
     山下クリニック 岡山市北区楢津３９４番地の１ 常　勤:    1下クリニック　理事長 産婦 現存
     (医       1)　山下　浩一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176011,299,4 医療法人　熊代眼科医〒701-1211 086-284-1200医療法人　熊代眼科医熊代　修 平 6. 1. 1一般         5診療所
     院 岡山市北区一宮４８７－１ 常　勤:    2院　理事長　熊代　修 眼   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177011,300,0 医療法人進藤内科医院〒700-0811 086-223-5087医療法人　進藤内科医進藤　彰久 平 6. 1. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区番町２丁目３－１３ 常　勤:    2院　理事長　進藤　彰 リウ 他   現存
     (医       2)久 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178011,301,8 医療法人　中村内科医〒704-8194 086-942-3838医療法人　中村内科医中村　豊彦 平 6. 2. 1内   胃   小  診療所
     院 岡山市東区金岡東町１丁目１１番常　勤:    1院　理事長　中村　豊 リハ 放   現存
     ５２号 (医       1)彦 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179011,302,6 医療法人社団　藤田病〒704-8112 086-943-6555医療法人社団　藤田病藤田　琢二 平 6. 1. 1一般 病院
     院 岡山市東区西大寺上３丁目８－６常　勤:   11院　理事長　藤田　琢     一般    99現存
     ３ (医       9)二 平30. 1. 1内   他   外  
     (薬       2) 整外 脳外 ひ  
     非常勤:   12 放   リハ 麻  
     (医      12) 消化器内科、呼
     吸器内科、内視
     鏡内科、糖尿病
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180011,303,4 医療法人　岡野耳鼻咽〒709-0632 086-297-6811医療法人　岡野耳鼻咽岡野　和美 平 6. 3. 1耳い 診療所
     喉科医院 岡山市東区南古都４４０－２７ 常　勤:    1喉科医院　理事長　岡 現存
     (医       1)野　和美 平30. 3. 1
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  181011,306,7 医療法人　鳥越医院 〒701-1202 086-284-7211医療法人　鳥越医院　鳥越　昇一郎 平 6. 3. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区楢津７０６－１ 常　勤:    1理事長　鳥越　昇一郎 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182011,307,5 岡山東中央病院 〒703-8265 086-276-3711岡山医療生活協同組合眞鍋　良二 平 6. 4. 1療養 病院
     岡山市中区倉田６７７－１ 常　勤:    3　代表理事　髙橋　淳     療養   128現存
     (医       2) 平30. 4. 1内   整外 皮  
     (薬       1) リハ 放   他  
     非常勤:   38 循環器内科
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183011,308,3 野坂医院 〒702-8026 086-262-3262医療法人照樹会　野坂野坂　芳樹 平 6. 4. 1内   神内 外  診療所
     岡山市南区浦安本町４２－２ 常　勤:    1医院　理事長　野坂　 脳外 リハ 現存
     (医       1)芳樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184011,312,5 医療法人社団操仁会　〒703-8233 086-272-4088医療法人社団操仁会　江田　泉 平 6. 7. 1一般        60病院
     岡山第一病院 岡山市中区高屋３４３番地 常　勤:    5理事長　諸國　眞太郎 内   外   皮  現存
     (医       3) 平30. 7. 1眼   整外 リハ
     (薬       2) 放   麻   
     非常勤:   17 循環器内科、腎
     (医      17) 臓内科、血管外
     科、消化器外科
     　他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185011,313,3 医療法人　中村医院 〒700-0811 086-232-7578医療法人　中村医院　中村　善一 平 6. 7. 1内   循   小  診療所
     岡山市北区番町１丁目６番２６号常　勤:    1理事長　中村　善一 婦   放   現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186011,317,4 医療法人　岡内科医院〒702-8026 086-265-5811医療法人　岡内科医院岡　浩郎 平 6. 9. 1内   消   小  診療所
     岡山市南区浦安本町８８番地の７常　勤:    1　理事長　岡　浩郎 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187011,319,0 医療法人　野口医院 〒704-8173 086-943-5131医療法人　野口医院　曽我　まゆみ 平 6. 9. 1小   アレ 内  診療所
     岡山市東区可知２丁目３番１８号常　勤:    2理事長　曽我　まゆみ 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188011,320,8 医療法人　野崎医院 〒701-0153 086-292-0101医療法人　野崎医院　野崎　肇 平 6. 9. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区庭瀬２１４－４ 常　勤:    1理事長　野崎　肇 消   循   アレ現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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  189011,321,6 医療法人　ふじわらク〒704-8176 086-942-3520医療法人　ふじわらク藤原　寛太 平 6. 9. 1内   胃   小  診療所
     リニック内科小児科 岡山市東区中川町３０１－２３ 常　勤:    1リニック内科小児科　 現存
     (医       1)理事長　藤原　寛太 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190011,322,4 医療法人　藤本耳鼻咽〒702-8005 086-274-4133医療法人　藤本耳鼻咽藤本　政明 平 6.11. 1耳い 診療所
     喉科クリニツク 岡山市中区江崎８３－１ 常　勤:    1喉科クリニツク　理事 現存
     (医       1)長　藤本　政明 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191011,324,0 医療法人松村耳鼻咽喉〒700-0825 086-232-1789医療法人松村耳鼻咽喉松村　元良 平 6.12. 1一般         2診療所
     科医院 岡山市北区田町２－１－７ 常　勤:    1科医院　理事長　松村 耳い 気食 現存
     (医       1)　元良 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192011,325,7 津田内科小児科医院 〒703-8215 086-278-4123医療法人未来　理事長津田　隆史 平 6.12. 1内   呼   消  診療所
     岡山市東区古都南方２８１５－１常　勤:    1　津田　隆史 小   リハ 循  現存
     (医       1) 平27.12. 1アレ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193011,328,1 医療法人義人会　井上〒701-1462 086-295-0014医療法人義人会　井上井上　正人 平 7. 3. 1内   消   小  診療所
     医院 岡山市北区大井２３１６ 常　勤:    1医院　理事長　井上　 リハ 現存
     (医       1)正人 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194011,329,9 医療法人　光南台クリ〒702-8012 086-267-2055医療法人　光南台クリ真治　紀之 平 7. 7. 1内   リハ 心内診療所
     ニック 岡山市南区北浦７１４番地 常　勤:    2ニック　理事長　眞治 他   現存
     (医       2)　紀之 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195011,331,5 医療法人　槇本内科小〒700-0951 086-246-1500医療法人　槇本内科小槇本　晃 平 7. 7. 1内   小   他  診療所
     児科医院 岡山市北区田中１４３－１１５ 常　勤:    1児科医院　理事長　槇 アレ 現存
     (医       1)本　晃 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196011,334,9 医療法人　ももたろう〒701-1464 086-295-2557医療法人　ももたろう伊藤　士郎 平 7. 7. 1外   整外 リハ診療所
     (015,334,1) 整形外科医院 岡山市北区下足守１９１２－１ 常　勤:    2整形外科医院　理事長 内   リウ 歯  現存
     (医       2)　伊藤　士郎 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  197011,335,6 医療法人清谷会　高屋〒703-8233 086-271-0055医療法人清谷会　理事木村　英夫 平 7. 9. 1内   呼内 小  診療所
     クリニック 岡山市中区高屋６５ 常　勤:    2長　木村　英夫 循環器内科　消現存
     (医       1) 平28. 9. 1化器内科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198011,336,4 医療法人靖和会　三宅〒703-8262 086-277-5655医療法人靖和会　三宅三宅　靖彦 平 7.11. 1内   小   消  診療所
     医院 岡山市中区福泊９－１２ 常　勤:    2医院　理事長　三宅　 呼   現存
     (医       2)靖彦 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199011,337,2 さとう内科 〒703-8205 086-275-7711医療法人悠遊会　さと土肥　博道 平 7.12. 1内   呼   消  診療所
     岡山市中区中井二丁目１１－２３常　勤:    2う内科　理事長　土肥 循   リハ 現存
     (医       2)　博道 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200011,338,0 医療法人　丹治クリニ〒700-0901 086-221-7570医療法人　丹治クリニ丹治　康浩 平 7.12. 1内   循   診療所
     ック 岡山市北区本町５－２０高島屋東常　勤:    1ック　理事長　丹治　 現存
     館２階 (医       1)康浩 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201011,342,2 医療法人　三浜整形外〒702-8036 086-265-0880医療法人　三浜整形外久永　和孝 平 7.12. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 岡山市南区三浜町１－８－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　久永 現存
     (医       1)　和孝 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202011,344,8 医療法人　角南内科 〒700-0031 086-252-2775医療法人　角南内科　角南　宏二 平 8. 1. 1内   小   呼  診療所
     岡山市北区富町２－２－１２ 常　勤:    1理事長　角南　宏二 胃   アレ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203011,345,5 医療法人　井戸外科内〒700-0975 086-241-0041医療法人　井戸外科内井戸　俊夫 平 8. 4. 1一般         1診療所
     科医院 岡山市北区今７丁目２３番２５号常　勤:    2科医院　井戸　俊夫 組織変更 療養        18現存
     (医       2) 平29. 4. 1外   整外 内  
     胃   循   呼  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204011,346,3 医療法人　芳泉整形外〒702-8021 086-265-9200医療法人　芳泉整形外吉村　一穂 平 8. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科 岡山市南区福田２７４ 常　勤:    1科　理事長　吉村　一 組織変更 現存
     (医       1)穂 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205011,348,9 医療法人　竜操整形外〒703-8245 086-273-1233医療法人竜操整形　理角南　義文 平 8. 5. 1一般       111病院
     科病院 岡山市中区藤原２１－１ 常　勤:   14事長　角南　義文 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医      12) 平29. 5. 1リウ 
     (薬       2)
     非常勤:   26
     (医      25)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  206011,349,7 医療法人竜操整形　り〒703-8245 086-273-1122医療法人竜操整形　理今井　健 平 8. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ゅうそうクリニック 岡山市中区藤原７９－２ 常　勤:    1事長　角南　義文 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207011,350,5 セラタ耳鼻咽喉科医院〒703-8203 086-275-3287医療法人泰東会　セラ世良田　俊介 平 8. 6. 1耳い アレ 診療所
     岡山市中区国府市場８２－１ 常　勤:    1タ耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　世良田　俊介 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208011,351,3 医療法人国泰会　丹羽〒709-0631 086-297-5511医療法人国泰会　丹羽丹羽　家泰 平 8. 8. 1一般        29病院
     病院 岡山市東区東平島１０３６番地３常　勤:    2病院　理事長　丹羽　 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       2)家泰 平29. 8. 1小   放   麻  
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209011,353,9 医療法人社団恵風会　〒703-8236 086-272-1211医療法人社団恵風会　宮本　宣義 平 8. 9. 1一般        60病院
     宮本整形外科病院 岡山市中区国富４丁目２番６３号常　勤:    5宮本整形外科病院　理 移転 療養        50現存
     (医       5)事長　宮本　宣義 平29. 9. 1内   整外 放  
     非常勤:   21 リハ 
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210011,354,7 医療法人正崇会　黒田〒700-0935 086-233-3531医療法人正崇会　黒田黒田　正規 平 8.12. 1内   小   リハ診療所
     医院 岡山市北区神田町２丁目８番３５常　勤:    1医院　理事長　黒田　 組織変更 整外 他   現存
     号 (医       1)正規 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211011,355,4 医療法人　森脇内科医〒701-1152 086-253-1567医療法人　森脇内科医森脇　和久 平 8.12. 1内   胃   小  診療所
     院 岡山市北区津高７１２－１ 常　勤:    1院　理事長　森脇　和 組織変更 循   呼   放  現存
     (医       1)久 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212011,357,0 これさわ内科医院 〒703-8261 086-277-1881医療法人　これさわ内是澤　俊輔 平 9. 1. 1内   小   リハ診療所
     岡山市中区海吉１５３７番の２ 常　勤:    1科医院　理事長　是澤 組織変更 現存
     (医       1)　俊輔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213011,359,6 医療法人雄風会　新あ〒701-1464 086-295-9500医療法人　雄風会　理吉田　英紀 平 9. 3. 1一般         1診療所
     しもりクリニック 岡山市北区下足守１９０５番地の常　勤:    3事長　市木　研 新規 療養        18現存
     １ (医       3) 平30. 3. 1内   消   放  
     非常勤:    6 循   リハ 精  
     (医       6) 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［岡山県］

［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    26 頁

  214011,360,4 医療法人奏圭会　岡田〒700-0013 086-255-2345医療法人奏圭会　理事岡田　奏二 平 9. 4. 1他   内   呼  診療所
     メディカルクリニック岡山市北区伊福町３丁目５－４ 常　勤:    2長　岡田　奏二 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215011,362,0 横田整形外科医院 〒701-1335 086-287-7013医療法人明展会　理事横田　忠明 平 9. 4. 1一般         9診療所
     岡山市北区高松２６５番地の１ 常　勤:    1長　横田　忠明 新規 整外 内   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1放   リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216011,363,8 岡山二人クリニック 〒701-1152 086-256-7717医療法人社団　岡山二林　伸旨 平 9. 4. 1一般        18診療所
     岡山市北区津高２８５－１ 常　勤:    4人クリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       4)　林　伸旨 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217011,364,6 おおみち耳鼻咽喉科医〒704-8183 086-944-2033医療法人　おおみち耳大道　卓也 平 9. 4. 1耳い 気食 診療所
     院 岡山市東区西大寺松崎１６７－８常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大道　卓也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218011,368,7 医療法人　西村内科小〒701-1342 086-287-6886医療法人　西村内科小西村　正隆 平 9. 5. 1内   小   診療所
     児科医院 岡山市北区加茂２８２－３ 常　勤:    1児科医院　理事長　西 組織変更 現存
     (医       1)村　正隆 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219011,369,5 医療法人　岡南産婦人〒702-8043 086-264-3366医療法人岡南産婦人科髙知　利勝 平 9. 5. 1一般        19診療所
     科医院 岡山市南区平福２丁目６番４３号常　勤:    2医院　理事長　髙知　 組織変更 産婦 小   現存
     (医       2)利勝 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220011,370,3 医療法人　五島眼科ク〒701-1152 086-256-0050医療法人　五島眼科ク五島　紳一郎 平 9. 8. 1眼   診療所
     リニック 岡山市北区津高７０８番地の１ 常　勤:    1リニック　理事長　五 新規 現存
     (医       1)島紳一郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221011,371,1 医療法人　なかとう整〒701-0213 086-298-3811医療法人　なかとう整中藤　省治 平 9. 8. 1整外 皮   リハ診療所
     形外科 岡山市南区中畦１８３－４ 常　勤:    1形外科　理事長　中藤 組織変更 現存
     (医       1)　省治 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222011,372,9 表町ファミリークリニ〒700-0822 086-222-4939医療法人　表町ファミ小塚　輝彦 平 9. 9. 1内   小   放  診療所
     ック 岡山市北区表町３丁目１０番７１常　勤:    2リークリニック　理事 組織変更 現存
     号 (医       2)長　小塚　輝彦 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223011,373,7 原田内科医院 〒701-0205 086-282-0318医療法人蒼碧会　原田原田　仁史 平 9. 9. 1内   小   放  診療所
     岡山市南区妹尾１４０－２ 常　勤:    1内科医院　理事長　原 移転 消   現存
     (医       1)田　仁史 平24. 9. 1
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  224011,374,5 医療法人　上田医院 〒700-0813 086-222-8100医療法人　上田医院　上田　稔 平 9.11. 1内   循   麻  診療所
     岡山市北区石関町１番１１号 常　勤:    1理事長　上田　稔 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225011,376,0 安田内科医院 〒700-0862 086-222-5718医療法人　安田内科医安田　英己 平 9.12. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市北区清輝本町３番２８号 常　勤:    1院　理事長　安田　英 組織変更 循   アレ リハ現存
     (医       1)己 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226011,378,6 原尾島クリニック 〒703-8235 086-271-3777医療法人　白栄会　理白髭　勇一 平10. 4. 1一般        11診療所
     岡山市中区原尾島３丁目８番１６常　勤:    5事長　白髭　勇一 組織変更 療養         8現存
     号 (医       4) 平28. 4. 1内   胃   循  
     (薬       1) 呼   整外 リウ
     非常勤:    2 リハ 皮   アレ
     (医       1) 精   心内 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227011,379,4 さわだレディスクリニ〒700-0953 086-246-4103医療法人　生萌会　理澤田　聡 平10. 5. 1一般        19診療所
     ック 岡山市南区西市５８４－１ 常　勤:    1事長　澤田　聡 新規 産婦 小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228011,380,2 医療法人寛栄会　時末〒704-8116 086-942-2317医療法人寛栄会　時末時末　充 平10. 5. 1消   内   放  診療所
     消化器科内科医院 岡山市東区西大寺中一丁目４番３常　勤:    1消化器科内科医院　理 組織変更 現存
     ５号 (医       1)事長　時末　充 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229011,381,0 医療法人不二尚和会　〒700-0032 086-255-5567医療法人不二尚和会　日笠　尚知 平10. 5. 1精   神内 心内診療所
     日笠クリニック 岡山市北区昭和町１４番３２号 常　勤:    3理事長　日笠　尚知 移転 リハ 現存
     (医       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230011,382,8 医療法人　坂田整形外〒700-0035 086-253-5678医療法人　坂田整形外坂田　俊輔 平10. 8. 1一般        19診療所
     科医院 岡山市北区高柳西町１６番１０号常　勤:    2科医院　理事長　坂田 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2)　俊輔 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231011,383,6 さくらクリニック 〒700-0945 086-241-8188医療法人　さくらクリ杉山　守 平10. 8. 1一般        10診療所
     岡山市南区新保６５８番地の４ 常　勤:    1ニック　理事長　杉山 組織変更 産婦 内   小  現存
     (医       1)　守 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232011,384,4 医療法人　城東ファミ〒703-8223 086-278-5001医療法人　城東ファミ栄本　忠俊 平10. 8. 1内   他   小  診療所
     リークリニック 岡山市中区長利１０３－５ 常　勤:    1リークリニツク　理事 組織変更 人工透析内科 現存
     (医       1)長　栄本　忠俊 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  233011,385,1 清水医院 〒703-8256 086-271-3666医療法人　清水医院　清水　能人 平10. 8. 1内   小   リハ診療所
     岡山市中区浜１丁目２０番２７号常　勤:    2理事長　清水　能人 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234011,386,9 医療法人イキイキ会　〒701-2154 086-228-2524医療法人イキイキ会　水川　公直 平10. 8. 1内   小   心内診療所
     水川内科小児科医院 岡山市北区原３４６番地の３ 常　勤:    1水川内科小児科医院　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　水川　公直 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235011,387,7 山田皮膚科医院 〒700-0925 086-245-0737医療法人　優真会　理山内　晶子 平10. 8. 1皮   診療所
     岡山市北区大元上町１４番２８号常　勤:    1事長　山内　晶子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236011,388,5 医療法人　よしおか医〒704-8122 086-943-8778医療法人　よしおか医吉岡　裕彰 平10. 8. 1胃   内   外  診療所
     院 岡山市東区西大寺新地１６番地３常　勤:    2院　理事長　森　淳 組織変更 整外 こう 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237011,389,3 医療法人　西岡外科 〒701-0131 086-253-8808医療法人　西岡外科　西岡　健次 平10. 9. 1一般        11診療所
     岡山市北区花尻みどり町９番地の常　勤:    1理事長　西岡　健次 組織変更 療養         8現存
     １０６ (医       1) 平28. 9. 1外   整外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238011,392,7 医療法人　亀山内科 〒700-0827 086-223-7479医療法人　亀山内科　田村　省子 平10.12. 1内   診療所
     岡山市北区平和町５番１号２０１常　勤:    1理事長　田村　省子 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239011,395,0 けしご山こどもクリニ〒704-8183 086-943-8881医療法人けしごま会　笠　則義 平10.12. 1小   診療所
     ック 岡山市東区西大寺松崎１６２番地常　勤:    1理事長　笠　則義 組織変更 現存
     の１２ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240011,397,6 いぬい医院 〒703-8241 086-275-1507医療法人社団　いぬい福岡　英明 平11. 1. 1内   胃   小  診療所
     岡山市中区高島新屋敷３８１番地常　勤:    2医院　理事長　福岡　 組織変更 皮   心内 リハ現存
     の４ (医       2)英明 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241011,398,4 医療法人　難波医院 〒701-1145 086-294-3366医療法人　難波医院　難波　晃 平11. 1. 1内   呼内 胃  診療所
     岡山市北区横井上２２２番地１ 常　勤:    1理事長　難波　晃 組織変更 皮   アレ 外  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  242011,399,2 内藤医院 〒704-8112 086-942-2808医療法人　内藤医院　内藤　好宏 平11. 3. 1小   内   耳い診療所
     岡山市東区西大寺上二丁目２番１常　勤:    1理事長　内藤　好宏 移転 現存
     ２号 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243011,400,8 コープみんなの診療所〒703-8228 086-278-8522岡山医療生活協同組合黒瀬　浩通 平11. 4. 1内   診療所
     岡山市中区乙多見１０１番４，１常　勤:    1　代表理事　髙橋　淳 新規 現存
     ０１番２ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244011,401,6 わたなべ眼科クリニッ〒702-8038 086-261-2227医療法人昌佑会　わた渡邊　正樹 平11. 4. 1一般         6診療所
     ク 岡山市南区松浜町３番１０号 常　勤:    1なべ眼科クリニック　 新規 眼   現存
     (医       1)理事長　渡邊　正樹 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245011,402,4 社会医療法人鴻仁会　〒700-0026 086-251-2222社会医療法人鴻仁会　小林　良三 平11. 5. 1一般 病院
     岡山中央奉還町病院 岡山市北区奉還町２丁目１８番１常　勤:    6理事長　金重　哲三 新規     一般    81現存
     ９号 (医       6) 平29. 5. 1内   リハ 他  
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246011,403,2 社会医療法人鴻仁会　〒700-0017 086-252-3221社会医療法人鴻仁会　金重　総一郎 平11. 5. 1一般 地域支援
     岡山中央病院 岡山市北区伊島北町６番３号 常　勤:   18理事長　金重　哲三 新規     一般   162病院
     (医      15) 平29. 5. 1内   ひ   産婦現存
     (薬       3) 外   整外 眼  
     非常勤:   51 放   神内 麻  
     (医      51) 脳外 形外 
     循環器内科、救
     急科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247011,405,7 康愛クリニック 〒702-8036 086-262-2323医療法人行恵会　理事松井　俊行 平11. 5. 1一般        19診療所
     岡山市南区三浜町２丁目２番８号常　勤:    2長　松井　俊行 組織変更 内   外   放  現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248011,406,5 湯原内科医院 〒703-8266 086-277-5560医療法人みさお　湯原湯原　淳良 平11. 5. 1一般         7診療所
     岡山市中区湊３７４－３ 常　勤:    1内科医院　理事長　湯 組織変更 療養        12現存
     (医       1)原　淳良 平29. 5. 1内   放   アレ
     リウ 皮   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  249011,407,3 医療法人社団明和会　〒700-0821 086-221-1188医療法人社団明和会　田淵　雅子 平11. 6. 1産   婦   診療所
     ペリネイト母と子のサ岡山市北区中山下１丁目８番４５常　勤:    1理事長　田淵　和久 新規 現存
     テライトクリニック 号　ＮＴＴクレド岡山ビル８Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250011,410,7 岡山ひだまりの里病院〒702-8012 086-267-2011公益財団法人　林精神藤田　文博 平11.10. 1精神       180病院
     岡山市南区北浦８２２－２ 常　勤:    4医学研究所　理事長　 新規 精   神   内  現存
     (医       2)林　英樹 平29.10. 1
     (薬       2)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251011,411,5 医療法人眼科康誠会　〒700-0936 086-235-9666医療法人眼科康誠会　杉本　敏樹 平11.10. 1一般         9診療所
     岡山南眼科 岡山市北区富田５３３－６ 常　勤:    1理事長　井上　康 新規 眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252011,412,3 澤原内科小児科医院 〒709-0626 086-297-6711医療法人美正会　理事澤原　正彦 平11. 9. 1内   小   放  診療所
     岡山市東区中尾６４６番地の４ 常　勤:    1長　澤原　正彦 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253011,416,4 モリトウ内科医院 〒701-0143 086-255-6211医療法人　森藤内科　森藤　忠夫 平11.12. 1内   消   呼  診療所
     岡山市北区白石５４７－１ 常　勤:    1理事長　森藤　忠夫 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1) 平29.12. 1リウ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254011,417,2 はっとり小児科医院 〒700-0845 086-265-5660医療法人　はっとり小服部　重徳 平12. 1. 1小   診療所
     岡山市南区浜野４丁目２２番３４常　勤:    1児科医院　理事長　服 組織変更 現存
     号 (医       1)部　重徳 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255011,418,0 戸田整形外科医院 〒702-8025 086-261-0022医療法人　一仁会　理戸田　敬一郎 平12. 1. 1整外 内   リウ診療所
     岡山市南区浦安西町１９番地の５常　勤:    1事長　戸田　敬一郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256011,419,8 医療法人専心会　赤司〒701-0151 086-293-3557医療法人　専心会　赤赤司　浩二郎 平12. 1. 1整外 内   リハ診療所
     整形外科医院 岡山市北区平野５３８番地１ 常　勤:    1司整形外科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　赤司　浩二郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257011,420,6 津高台診療所 〒701-1151 086-251-0372医療法人　藤和会　理延藤　浩 平12. 1. 1内   外   整外診療所
     岡山市北区津高台一丁目２００９常　勤:    1事長　延藤　浩 組織変更 現存
     番地の１３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  258011,422,2 医療法人　緑樹会　渡〒701-1341 086-287-7232医療法人緑樹会　理事渡辺　淳一 平12. 4. 1一般 診療所
     辺医院 岡山市北区吉備津１０２２番地の常　勤:    1長　渡辺　淳一 組織変更     一般    19現存
     ６ (医       1) 平30. 4. 1内   小   リハ
     非常勤:    2 放   他   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259011,423,0 医療法人緑青会　宿毛〒704-8133 086-946-1035医療法人緑青会　宿毛天野　康生 平12. 5. 1内   小   眼  診療所
     診療所 岡山市東区宿毛７４１－５ 常　勤:    2診療所　理事長　伊澤 組織変更 リハ 現存
     (医       2)　卓士 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260011,424,8 てしま耳鼻咽喉科 〒703-8204 086-208-6789医療法人　てしま耳鼻手島　裕之 平12. 8. 1耳い アレ 診療所
     岡山市中区雄町３０８番１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　手島 組織変更 現存
     (医       1)　裕之 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261011,425,5 医療法人　宇野耳鼻咽〒701-1153 086-251-2739医療法人　宇野耳鼻咽宇野　芳史 平12. 9. 1耳い アレ 診療所
     喉科クリニツク 岡山市北区富原字浜３７０２番地常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４ (医       1)長　宇野　芳史 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262011,427,1 医療法人　緑風会　三〒701-0204 086-281-2020医療法人緑風会　理事宮木　康成 平12.11. 1一般 診療所
     宅おおふくクリニック岡山市南区大福３９３－１ 常　勤:    5長　三宅　貴仁 新規     一般    19現存
     (医       4) 平24.11. 1内   外   皮  
     (薬       1) 婦   眼   リハ
     非常勤:    3 放   麻   他  
     (医       3) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263011,428,9 大森整形外科医院 〒702-8042 086-262-3431医療法人　大森整形外大森　正之 平13. 1. 1整外 外   胃  診療所
     岡山市南区洲崎２丁目５の２７ 常　勤:    1科医院　理事長　大森 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       1)　正之 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264011,429,7 医療法人福和会　木下〒701-0205 086-282-7788医療法人福和会　木下木下　博之 平13. 1. 1内   神内 外  診療所
     医院 岡山市南区妹尾１０１１番地 常　勤:    2医院　理事長　木下　 組織変更 ひ   皮   放  現存
     (医       2)博之 平25. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265011,430,5 医療法人　黒住外科内〒701-1211 086-284-5400医療法人　黒住外科内黒住　陽一 平13. 1. 1外   内   整外診療所
     科 岡山市北区一宮５０９－１ 常　勤:    1科　理事長　黒住　陽 組織変更 胃   こう 循  現存
     (医       1)一 平25. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  266011,436,2 医療法人誠誠会　西大〒704-8174 086-943-9211医療法人誠誠会　西大徳毛　誠雄 平13. 5. 1一般 病院
     寺中央病院 岡山市東区松新町２５番地の５ 常　勤:    3寺中央病院　理事長　 組織変更     一般    44現存
     (医       2)渡辺　聖 平25. 5. 1内   外   胃  
     (薬       1) こう 麻   放  
     非常勤:    8 皮   ひ   他  
     (医       8) 糖尿病内科、呼
     吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267011,437,0 医療法人　吉岡内科医〒703-8236 086-272-0353医療法人　吉岡内科医吉岡　信彦 平13. 5. 1内   循   診療所
     院 岡山市中区国富６１８番地 常　勤:    2院　理事長　吉岡　信 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       2)彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268011,438,8 平山医院 〒701-1332 086-287-8464医療法人　平山医院　大森　浩介 平13. 7. 1一般        14診療所
     岡山市北区平山５０８番地の１ 常　勤:    1理事長　大森　浩介 移転 内   外   呼  現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269011,439,6 社会医療法人鴻仁会　〒700-0017 086-214-5678社会医療法人鴻仁会　金重　恵美子 平13. 9. 1内   ひ   婦  診療所
     セントラル・クリニッ岡山市北区伊島北町７－５ 常　勤:    4理事長　金重　哲三 新規 外   精   心内現存
     ク伊島 (医       4) 平25. 9. 1神内 眼   形外
     非常勤:   28 乳腺外科・循環
     (医      28) 器内科・消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270011,441,2 石井内科クリニック 〒704-8138 086-946-2030医療法人ネバーランド石井　純一 平13. 8. 1内   小   呼  診療所
     岡山市東区神崎町１０５－１ 常　勤:    1　石井内科クリニック 組織変更 胃   リハ 放  現存
     (医       1)　理事長　石井　純一 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271011,442,0 あけぼのクリニック 〒702-8056 086-902-2211医療法人栄生会　理事平田　洋 平13. 9. 1内   小   リハ診療所
     岡山市南区築港新町１－７－２８常　勤:    1長　平田　洋 組織変更 神内 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272011,443,8 なかとう内科小児科医〒703-8282 086-274-9100医療法人　なかとう内中藤　研一 平13. 9. 1内   小   アレ診療所
     院 岡山市中区平井３－８７４－４０常　勤:    1科小児科医院　理事長 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)　中藤　研一 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273011,445,3 こばし医院 〒700-0086 086-251-3131医療法人　こばし医院小橋　秀彰 平13.12. 1内   小   胃  診療所
     岡山市北区津島西坂２－２－２０常　勤:    1　理事長　小橋　秀彰 組織変更 アレ 皮   リハ現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274011,446,1 片岡内科医院 〒700-0838 086-222-8143医療法人　片岡内科医片岡　廉 平14. 1. 1内   呼   消  診療所
     岡山市北区京町７－１６ 常　勤:    1院　理事長　片岡　廉 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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  275011,447,9 医療法人　ほそたにク〒700-0085 086-251-1100医療法人　ほそたにク細谷　晃弘 平14. 1. 1内   消   呼  診療所
     リニック 岡山市北区津島南２－５－２５ 常　勤:    1リニック　理事長　細 移転 外   こう リハ現存
     (医       1)谷　晃弘 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276011,449,5 医療法人　あだち内科〒700-0964 086-246-3352医療法人　あだち内科足立　富郎 平14. 4. 1内   診療所
     医院 岡山市北区中仙道１－１７－７ 常　勤:    1医院　理事長　足立　 組織変更 現存
     (医       1)富郎 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277011,450,3 医療法人　秀樹会　大〒701-1211 086-284-5552医療法人　秀樹会　大大橋　基 平14. 5. 1内   呼   消  診療所
     橋内科医院 岡山市北区一宮１４４－２ 常　勤:    1橋内科医院　理事長　 組織変更 小   皮   リハ現存
     (医       1)大橋　基 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278011,452,9 マスカット内科クリニ〒701-1141 086-294-7111医療法人医清会　理事林　敏昭 平14. 7. 1一般        19診療所
     ック 岡山市北区菅野４２８３ 常　勤:    1長　山本　二平 新規 内   消   放  現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279011,453,7 ふくだ医院 〒701-0151 086-293-5670医療法人ふくだ医院　福田　久也 平14. 8. 1内   外   循  診療所
     (015,453,9) 岡山市北区平野６９１－５ 常　勤:    2理事長　福田　久也 組織変更 歯   歯外 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280011,455,2 河田外科形成外科 〒700-0903 086-225-2500医療法人河田外科形成河田　真作 平14. 9. 1整外 外   形外診療所
     岡山市北区幸町４－１２ 常　勤:    2外科　理事長　河田　 組織変更 美外 現存
     (医       2)真作 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281011,456,0 深井医院 〒701-1335 086-287-2011医療法人深井医院　理深井　待子 平14. 9. 1一般        17診療所
     岡山市北区高松１３１－５ 常　勤:    1事長　深井　待子 組織変更 内   皮   小  療養病床
     (医       1) 平26. 9. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282011,458,6 操南ファミリークリニ〒702-8005 086-274-1155医療法人操南ファミリ横山　俊之 平14.12. 1小   内   アレ診療所
     ック 岡山市中区江崎１０４－１６ 常　勤:    1ークリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　横山　俊之 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283011,460,2 医療法人博温会　川島〒701-0153 086-292-2121医療法人博温会　川島川島　幸夫 平15. 2. 1一般        10診療所
     眼科 岡山市北区庭瀬２２３－１ 常　勤:    2眼科　理事長　川島　 組織変更 眼   現存
     (医       2)幸夫 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  284011,461,0 こうなんクリニック 〒701-0211 086-282-7122医療法人自由会　理事西﨑　進 平15. 4. 1内   リハ 診療所
     岡山市南区東畦６５１－１９ 常　勤:    3長　橋本　俊明 移転 現存
     (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285011,462,8 川村医院 〒700-0933 086-223-6322医療法人川村医院　川川村　望 平15. 5. 1内   小   他  診療所
     岡山市北区奥田２丁目８－３ 常　勤:    2村　望 移転 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286011,463,6 藤原内科循環器科医院〒704-8114 086-942-2173医療法人藤原内科循環藤原　直 平15. 5. 1内   循   診療所
     岡山市東区西大寺東３丁目１－８常　勤:    1器科医院　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       1)原　直 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287011,464,4 マツザキクリニック 〒704-8183 086-944-4777医療法人マツザキクリ高取　克彦 平15. 5. 1内   循   診療所
     岡山市東区西大寺松崎１７６－１常　勤:    1ニック　理事長　高取 組織変更 現存
     ０ (医       1)　克彦 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288011,467,7 医療法人　たかはしク〒703-8266 086-277-1105医療法人たかはしクリ髙橋　理枝 平15. 7. 1内   精   神内診療所
     リニック 岡山市中区湊４９１－２ 常　勤:    1ニック　理事長　髙橋 移転 心内 現存
     (医       1)　理枝 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289011,469,3 菅医院 〒702-8011 086-267-3411医療法人浩朗会　理事菅　正人 平15. 8. 1一般         2診療所
     岡山市南区郡５４ 常　勤:    1長　菅　正人 組織変更 療養        14現存
     (医       1) 平27. 8. 1内   外   皮  
     非常勤:    2 眼   リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290011,470,1 大建診療所 〒702-8045 086-262-1136岡山大建工業株式会社笠原　順子 平15.10. 1内   外   診療所
     岡山市南区海岸通２丁目５－８ 常　勤:    2　代表取締役　正本　 新規 現存
     (医       2)繁三 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291011,473,5 梅村皮膚科医院 〒700-0936 086-235-1801医療法人梅村皮膚科医梅村　茂夫 平16. 1. 1皮   診療所
     岡山市北区富田１５７ 常　勤:    1院　理事長　梅村　茂 組織変更 現存
     (医       1)夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292011,474,3 医療法人うのきん耳鼻〒700-0985 086-221-3387医療法人うのきん耳鼻宇野　欽哉 平16. 1. 1耳い 診療所
     咽喉科 岡山市北区厚生町２丁目８－１２常　勤:    1咽喉科　理事長　宇野 組織変更 現存
     (医       1)　欽哉 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  293011,475,0 こたけもり整形外科医〒700-0026 086-252-1237医療法人正信会　理事小武守　研二 平16. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     院 岡山市北区奉還町４丁目１７－１常　勤:    2長　小武守　研二 移転 現存
     ７ (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294011,476,8 ばば耳鼻咽喉科 〒702-8058 086-902-1133医療法人春風会　理事馬場　雄三 平16. 4. 1耳い 診療所
     岡山市南区並木町２丁目１３－７常　勤:    2長　馬場　雄三 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295011,477,6 医療法人社団三樹会　〒701-0136 086-293-3355医療法人社団三樹会　梶木　秀樹 平16. 4.26一般        28病院
     梶木病院 岡山市北区西花尻１２３１－１ 常　勤:    8理事長　梶木　秀樹 移転 療養        34現存
     (医       6) 平28. 4.26内   外   整外
     (薬       2) リハ 麻   ひ  
     非常勤:   59 形外 リウ 精  
     (医      59) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296011,478,4 大森皮膚科 〒700-0811 086-224-0442医療法人大森医院　理大森　謙太郎 平16. 5. 1皮   診療所
     岡山市北区番町１丁目８－１ 常　勤:    1事長　大森　謙太郎 移転 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297011,480,0 医療法人　鈴木内科医〒703-8275 086-273-0101医療法人鈴木内科医院鈴木　二郎 平16. 6. 1内   放   診療所
     院 岡山市中区門田屋敷３丁目５－４常　勤:    1　理事長　鈴木　二郎 移転 現存
     ０－１ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298011,482,6 医療法人鳳明会　新海〒702-8025 086-261-8118医療法人鳳明会新海医新海　正典 平16. 9. 1内   消   小  診療所
     医院 岡山市南区浦安西町１５－７ 常　勤:    1院　理事長　新海　正 組織変更 皮   ひ   性  現存
     (医       1)典 平28. 9. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299011,483,4 医療法人　南方クリニ〒700-0807 086-224-3739医療法人南方クリニッ進藤　亨 平16. 9. 1内   診療所
     ック 岡山市北区南方３丁目１０－３３常　勤:    1ク　理事長　進藤　亨 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300011,484,2 河合内科医院 〒700-0821 086-223-2704医療法人河合内科医院河合　伸一郎 平16.10. 1一般         8診療所
     岡山市北区中山下２丁目２－６３常　勤:    1　理事長　河合　伸一 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1)郎 平28.10. 1循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301011,485,9 医療法人さとう小児科〒701-1145 086-294-5688医療法人さとう小児科佐藤　幸一郎 平13. 5. 1小   診療所
     医院 岡山市北区横井上５０－１ 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 移転 現存
     (医       1)幸一郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  302011,486,7 辻医院 〒700-0971 086-805-1118医療法人若樹会辻医院辻　光明 平16.12. 1内   呼   消  診療所
     岡山市北区野田３丁目１８－５３常　勤:    1　理事長　辻　光明 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1) 平28.12. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303011,487,5 大守クリニック 〒701-1202 086-284-2777医療法人桃樹会大守ク大守　規敬 平16.12. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市北区楢津１２０３－１ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       1)守　規敬 平28.12. 1アレ 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304011,488,3 医療法人芥子会　城本〒704-8174 086-942-7688医療法人芥子会　理事城本　末博 平17. 1. 1内   整外 リハ診療所
     クリニック 岡山市東区松新町６５－４ 常　勤:    1長　城本　末博 新規 リウ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305011,489,1 医療法人　庄医院 〒703-8267 086-277-0270医療法人庄医院　理事庄　須磨子 平17. 1. 1内   小   診療所
     岡山市中区山崎２６７－７ 常　勤:    2長　庄　須磨子 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306011,495,8 おかもと内科小児科診〒703-8256 086-271-2655医療法人　おかもと内岡本　一徳 平17. 6. 1内   小   診療所
     療所 岡山市中区浜３５６－１ 常　勤:    1科小児科診療所　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　岡本　一徳 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307011,496,6 武智整形外科医院 〒703-8223 086-278-8200医療法人　健宏会　理武智　宏介 平17. 7. 1整外 リハ 診療所
     岡山市中区長利２７４－９ 常　勤:    1事長　武智　宏介 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308011,497,4 医療法人　平島クリニ〒709-0631 086-297-0005医療法人　平島クリニ宇埜　智 平17. 9. 1皮   ひ   性  診療所
     ック 岡山市東区東平島１０４１－４ 常　勤:    3ック　理事長　宇埜　 組織変更 現存
     (医       2)智 平29. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309011,498,2 田中胃腸科 〒701-1352 086-287-9200医療法人　田中胃腸科田中　耕太郎 平17. 9. 1内   胃   外  診療所
     岡山市北区小山１０８－３ 常　勤:    1　理事長　田中　耕太 移転 こう 現存
     (医       1)郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310011,499,0 なのはなクリニック 〒700-0951 086-244-8007医療法人　なのはなク笹野　京子 平18. 1. 6精   心内 診療所
     岡山市北区田中１８２－１０３ 常　勤:    1リニック　理事長　笹 新規 現存
     (医       1)野　京子 平30. 1. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  311011,500,5 なかやまクリニック 〒701-0211 086-282-4199医療法人　仙仁会　理中山　頼和 平17.12. 1内   外   診療所
     岡山市南区東畦１１２－３８ 常　勤:    1事長　中山　頼和 移転 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312011,501,3 寺沢クリニック 〒701-0211 086-281-7211医療法人　すばる　理寺沢　明夫 平18. 1. 1一般 診療所
     岡山市南区東畦７６６－２０ 常　勤:    1事長　寺沢　明夫 組織変更     一般    16現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   外   呼  
     胃   循   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313011,502,1 岡山画像診断センター〒700-0913 086-235-2511医療法人　岡山画像診加地　充昌 平18. 4. 1放   診療所
     岡山市北区大供２－３－２５ 常　勤:    3断センター　理事長　 新規 現存
     (医       3)加地　充昌 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314011,503,9 井上内科小児科医院 〒709-0631 086-297-9333医療法人　洸和会　井井上　裕史 平18. 5. 1内   小   診療所
     岡山市東区東平島９２１－１ 常　勤:    1上内科小児科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　井上　裕史 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315011,505,4 公益財団法人　岡山県〒700-0952 086-246-6254公益財団法人　岡山県坪田　典之 平18. 7. 1内   放   診療所
     健康づくり財団附属診岡山市北区平田４０８－１ 常　勤:    4健康づくり財団　理事 新規 現存
     療所 (医       4)長　石川　紘 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316011,507,0 山陽新聞　診療所 〒700-0904 086-803-8006株式会社　山陽新聞社廣畑　聡 平18. 8. 1内   診療所
     岡山市北区柳町２－１－１ 常　勤:    1　代表取締役社長　松 新規 現存
     (医       1)田　正己 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317011,508,8 小野医院 〒702-8043 086-262-1127医療法人　小野医院　小野　波津子 平18. 8. 1他   小   整外診療所
     岡山市南区平福２－１－５ 常　勤:    2理事長　小野　波津子 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       2) 平24. 8. 1呼吸器・アレル
     非常勤:    3 ギー内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  318011,509,6 川口メディカルクリニ〒700-0913 086-222-0820医療法人　川口内科　川口　光彦 平18. 8. 1内   放   診療所
     ック 岡山市北区大供２－２－１６ 常　勤:    3理事長　川口　光彦 移転 肝臓内科、消化現存
     (医       3) 平24. 8. 1器内科、内視鏡
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319011,510,4 深田内科 〒703-8244 086-273-1234医療法人　深田内科　深田　好美 平18. 8. 1内   呼   消  診療所
     岡山市中区藤原西町２－７－２ 常　勤:    2理事長　深田　好美 組織変更 循   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320011,511,2 西条レディスクリニッ〒703-8258 086-271-0105医療法人　西条クリニ西条　仁子 平18. 8. 1婦   診療所
     ク 岡山市中区西川原１２１－１ 常　勤:    1ック　理事長　西条　 組織変更 現存
     (医       1)寿一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321011,512,0 医療法人　木村ファミ〒700-0944 086-902-0007医療法人　木村ファミ木村　哲也 平18. 9. 1内   小   皮  診療所
     リークリニック 岡山市南区泉田四丁目５－２６ 常　勤:    1リークリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　木村　哲也 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322011,513,8 平井整形外科医院 〒700-0925 086-805-2001医療法人　平井整形外平井　成幸 平18. 9. 1整外 リハ 診療所
     岡山市北区大元上町１３－２３ 常　勤:    1科医院　理事長　平井 組織変更 現存
     (医       1)　成幸 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323011,514,6 西条脳神経外科クリニ〒703-8258 086-273-0106医療法人　西条クリニ西条　寿一 平18.11. 1脳外 診療所
     ック 岡山市中区西川原６９－１ 常　勤:    1ック　理事長　西条　 組織変更 現存
     (医       1)寿一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324011,515,3 ながけクリニック 〒703-8205 086-207-6788医療法人　清陽会　理長宅　芳男 平19. 1. 1内   診療所
     岡山市中区中井４５４－１ 常　勤:    1事長　長宅　芳男 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325011,516,1 河島外科胃腸科 〒703-8275 086-272-2155医療法人　温交会　河河島　留一 平19. 1. 1内   外   胃  診療所
     岡山市中区門田屋敷２－３－２２常　勤:    2島外科胃腸科　理事長 組織変更 こう 放   麻  現存
     (医       2)　河島　留一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326011,517,9 小坂耳鼻咽喉科医院 〒700-0925 086-246-1115医療法人　小坂耳鼻咽小坂　道也 平19. 1. 1耳い 診療所
     岡山市北区大元上町１－１４ 常　勤:    1喉科医院　理事長　小 組織変更 現存
     (医       1)坂　道也 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327011,518,7 諸國眞太郎クリニック〒700-0902 086-224-1313医療法人社団　操仁会諸國　眞太郎 平19. 4.15外   診療所
     岡山市北区錦町６－１７　アウル常　勤:    1　理事長　諸國　眞太 新規 現存
     スタイル錦町２－４階 (医       1)郎 平25. 4.15
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  328011,519,5 おごう眼科 〒703-8265 086-277-1170医療法人　おごう眼科小郷　卓司 平19. 4. 1眼   診療所
     岡山市中区倉田６９２－３ 常　勤:    1　理事長　小郷　卓司 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329011,520,3 幸町記念病院 〒700-0923 086-233-3011医療法人　三祥会　理宮﨑　雅史 平19. 4. 1一般        35病院
     岡山市北区大元駅前３－５７ 常　勤:    5事長　宮﨑　雅史 組織変更 内   外   現存
     (医       3) 平25. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330011,521,1 医療法人　積仁会　佐〒700-0821 086-231-5678医療法人　積仁会　理佐藤　吉信 平19. 4. 1一般         4診療所
     藤内科 岡山市北区中山下１－２－４０ 常　勤:    2事長　佐藤　昌信 組織変更 療養        15現存
     (医       2) 平25. 4. 1内   消   循  
     非常勤:    3 呼   放   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331011,522,9 岡山県精神科医療セン〒700-0915 086-225-3821地方独立行政法人　岡來住　由樹 平19. 4. 1精神       216病院
     ター 岡山市北区鹿田本町３－１６ 常　勤:   35山県精神科医療センタ 組織変更 精神        36現存
     (医      32)ー　理事長　中島　豊 平25. 4. 1精   他   
     (薬       3)爾
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332011,523,7 医療法人　江口小児科〒700-0017 086-214-1177医療法人　江口小児科江口　尚彦 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     岡山市北区伊島北町１－２２ 常　勤:    1　理事長　江口　尚彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333011,524,5 一宮整形外科クリニッ〒701-1203 086-284-3113医療法人　一宮整形外楠戸　康通 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 岡山市北区一宮山崎２７０－４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 麻   現存
     (医       1)　楠戸　康通 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334011,525,2 浦上ファミリークリニ〒701-1211 086-284-1221医療法人　川島会　理川島　邦裕 平19. 5. 1内   小   外  診療所
     ック 岡山市北区一宮３４－３ 常　勤:    1事長　川島　邦裕 組織変更 アレ 胃   こう現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335011,527,8 高須眼科 〒700-0024 086-224-2288医療法人　鶴馬会　理高須　逸平 平19. 5. 1眼   診療所
     岡山市北区駅元町１－４　タ－ミ常　勤:    2事長　高須　逸平 組織変更 現存
     ナルスクエア８Ｆ (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  336011,528,6 ももレディースクリニ〒701-0136 086-903-2248医療法人　ももレディ澤井　秀秋 平19. 6. 1一般 診療所
     ック 岡山市北区西花尻１２００－３ 常　勤:    2ースクリニック　理事 組織変更     一般    16現存
     (医       2)長　澤井　秀秋 平25. 6. 1産   婦   小  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337011,529,4 平田診療所 〒700-0952 086-805-3820社会福祉法人　旭川荘井上　英雄 平19. 6. 1内   外   歯  診療所
     (015,529,6) 岡山市北区平田４０７ 常　勤:    1　理事長　末光　茂 移転 小   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338011,531,0 岡眼科クリニック 〒703-8243 086-270-6660医療法人　アスクレピ岡　知巳 平19. 7. 1眼   診療所
     岡山市中区清水２８７ 常　勤:    1オス会　理事長　岡　 移転 現存
     (医       1)知巳 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339011,532,8 撫川クリニック 〒701-0164 086-292-8133医療法人　岡山奏和会畑　寛信 平19. 8. 1内   小   診療所
     岡山市北区撫川１４７０ 常　勤:    1　理事長　畑　寛信 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340011,535,1 円山整形外科医院 〒703-8271 086-277-2770医療法人博真会円山整近藤　真一 平20. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市中区円山８８番地１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 移転 現存
     (医       1)近藤　真一 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341011,537,7 医療法人社団明和会　〒703-8263 086-276-8811医療法人社団明和会　田淵　和宏 平20. 3.14一般        37病院
     ペリネイト母と子の病岡山市中区倉益２０３－１ 常　勤:    3理事長　田淵　和久 移転 産   婦   小  現存
     院 (医       2) 平26. 3.14皮   
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342011,538,5 岡山中央診療所 〒700-0904 086-233-2222医療法人たくふう会　福家　浩三 平20. 4. 1内   放   アレ診療所
     岡山市北区柳町１－１３－７ 常　勤:    1理事長　菅原　茂昭 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343011,540,1 医療法人隆和会　畑ク〒703-8235 086-272-7117医療法人　隆和会　理畑　隆登 平20. 5. 1一般         1診療所
     リニック 岡山市中区原尾島３－１４－３７常　勤:    4事長　畑　隆登 組織変更 循   皮   内  現存
     (医       3) 平26. 5. 1外   麻   心外
     (薬       1) 消   
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  344011,541,9 まつい皮ふ科 〒700-0065 086-255-1171医療法人　まつい皮ふ松井　浩明 平20. 6. 2皮   アレ 他  診療所
     岡山市北区野殿東町１－３５ 常　勤:    1科　理事長　松井　浩 移転 現存
     (医       1)明 平26. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345011,542,7 医療法人サン・クリニ〒703-8205 086-275-3366医療法人サン・クリニ山縣　猛日 平20. 6. 1一般        17診療所
     ック 岡山市中区中井二丁目１５番１３常　勤:    2ック　理事長　山縣　 移転 産   婦   小  現存
     号 (医       2)猛日 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346011,543,5 東岡山ながけクリニッ〒703-8217 086-278-0122医療法人　清陽会　理櫻本　耕司 平20. 8. 1内   他   診療所
     ク 岡山市中区土田８０５－１ 常　勤:    1事長　長宅　芳男 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347011,545,0 吉岡医院 〒703-8203 086-275-4111医療法人あすなろ会　吉岡　毅 平21. 1. 1内   小   放  診療所
     岡山市中区国府市場８０－３ 常　勤:    1理事長　吉岡　洋子 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348011,546,8 小西整形外科・腰痛ク〒701-2141 086-229-1754医療法人小西整形外科小西　明 平21. 1. 1整外 リハ 診療所
     リニック 岡山市北区牟佐１２０－７ 常　勤:    1・腰痛クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　小西　明 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349011,547,6 岡山ハートクリニック〒703-8251 086-271-8101医療法人五尽会　理事村上　充 平21. 3. 1一般        19診療所
     岡山市中区竹田５４－１ 常　勤:    9長　日名　一誠 新規 他   内   心外現存
     (医       7) 平27. 3. 1脳外 リハ 
     (薬       2)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350011,549,2 やまぐち眼科 〒702-8025 086-265-1200医療法人創樹会　理事山口　樹一郎 平21. 4. 1眼   診療所
     岡山市南区浦安西町２１－４１ 常　勤:    1長　山口　樹一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351011,551,8 中平眼科クリニック 〒700-0035 086-256-0419医療法人中平眼科クリ中平　洋政 平21. 9. 1眼   診療所
     岡山市北区高柳西町１６－１３ 常　勤:    1ニック　理事長　中平 組織変更 現存
     (医       1)　洋政 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352011,553,4 おかやま西クリニック〒701-1202 086-250-1000医療法人　光心会　理有地　弘充 平22. 3.31他   ひ   診療所
     岡山市北区楢津４９８－１ 常　勤:    1事長　光嶋　猛 新規 人工透析内科 現存
     (医       1) 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  353011,554,2 岡山博愛会門田屋敷ク〒703-8275 086-272-1108社会福祉法人岡山博愛喜多嶋　康一 平22. 5. 1内   診療所
     リニック 岡山市中区門田屋敷１－９－３７常　勤:    1会　理事長　更井　哲 新規 現存
     (医       1)夫 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354011,555,9 岡山博愛会御幸町クリ〒703-8295 086-272-1161社会福祉法人岡山博愛中尾　愛 平22. 5. 1内   診療所
     ニック 岡山市中区御幸町４－２５ 常　勤:    2会　理事長　更井　哲 新規 現存
     (医       1)夫 平28. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355011,556,7 岡山博愛会病院 〒702-8005 086-274-8101社会福祉法人岡山博愛中尾　一志 平22. 5. 1一般 病院
     岡山市中区江崎４５６－２ 常　勤:   10会　理事長　更井　哲 新規     一般    88療養病床
     (医       8)夫 平28. 5. 1療養 現存
     (薬       2)     療養    83
     非常勤:   39 内   呼内 リウ
     (医      35) 循環器内科、消
     (薬       4) 化器内科、腎臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356011,557,5 ももたろうクリニック〒701-0205 086-238-1010医療法人森友会　理事森　茂 平22. 9. 1小   アレ 診療所
     岡山市南区妹尾３３８７－１ 常　勤:    1長　森　茂 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357011,558,3 沖医院 〒703-8282 086-277-8525医療法人くすのき会　笠原　宏 平22. 9. 1外   皮   診療所
     岡山市中区平井５－６－１９ 常　勤:    1理事長　笠原　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358011,560,9 ながい内科クリニック〒700-0944 086-246-3332医療法人よつば会　理永井　宏 平22.12. 1内   小   リハ診療所
     岡山市南区泉田五丁目１０－３２常　勤:    1事長　永井　宏 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359011,561,7 松浦皮膚科医院 〒703-8204 086-237-4112医療法人連理木　理事松浦　浩徳 平23. 4. 1皮   アレ 診療所
     岡山市中区雄町２９３－１ 常　勤:    1長　松浦　能子 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360011,563,3 このはな皮膚科医院 〒700-0867 086-801-1112医療法人連理木　理事松浦　能子 平23. 4. 1皮   診療所
     岡山市北区岡町１－２３サンシテ常　勤:    1長　松浦　能子 組織変更 現存
     ィビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  361011,564,1 たかとり整形外科 〒700-0973 086-244-8833医療法人たかとり整形鷹取　芳郎 平23. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市北区下中野３３４－１０１常　勤:    1外科　理事長　鷹取　 組織変更 現存
     (医       1)芳郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362011,565,8 みやけ整形外科医院 〒701-0206 086-281-3100医療法人昌佳会　理事三宅　俊明 平20.11. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市南区箕島８５２－１ 常　勤:    1長　三宅　俊明 移転 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363011,566,6 はだ医院 〒700-0925 086-242-5151医療法人はだ医院　理羽田　元 平23. 8. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区大元上町１２－１０ 常　勤:    1事長　羽田　元 移転 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364011,567,4 一般財団法人　操風会〒703-8265 086-274-7001一般財団法人　操風会十河　みどり 平23.11. 1療養       129病院
     　岡山リハビリテーシ岡山市中区倉田５０３－１ 常　勤:    9　代表理事　土井　基 移転 内   リハ 他  療養病床
     ョン病院 (医       8)之 平29.11. 1循環器内科 現存
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365011,568,2 旭竜クリニック 〒703-8252 086-275-6768医療法人たくふう会　菅原　茂昭 平24. 1. 1内   小   アレ診療所
     岡山市中区中島７０－１ 常　勤:    3理事長　菅原　茂昭 移転 消化器内科、呼現存
     (医       3) 平30. 1. 1吸器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366011,569,0 旭川荘療育・医療セン〒703-8555 086-275-8555社会福祉法人旭川荘　楢原　幸二 平24. 4. 1一般 病院
     (015,569,2) ター 岡山市北区 園８６６ 常　勤:   28理事長　末光　茂 新規     一般   422現存
     (医      23) 平30. 4. 1小   内   精  
     (歯       1) 整外 皮   ひ  
     (薬       4) 婦   眼   耳い
     非常勤:  109 リハ 歯   
     (医     104)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367011,570,8 いのくち眼科クリニッ〒700-0063 086-253-0880医療法人聖秀会　理事井口　俊太郎 平24. 5. 1眼   診療所
     ク 岡山市北区大安寺東町２３－１５常　勤:    1長　井口　秀夫 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368011,571,6 いのくち内科クリニッ〒700-0063 086-253-8000医療法人聖秀会　理事井口　秀夫 平24. 5. 1内   小   他  診療所
     ク 岡山市北区大安寺東町２３－１５常　勤:    3長　井口　秀夫 移転 現存
     (医       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  369011,572,4 大野はぐくみクリニッ〒700-0026 086-254-7777医療法人大野はぐくみ大野　繁 平24. 5. 1小   精   診療所
     ク 岡山市北区奉還町１－２－１１ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 小児神経科 現存
     (医       1)大野　繁 平30. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370011,573,2 西川原皮膚科 〒703-8258 086-270-7272医療法人清流会　理事辻　和英 平24. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     岡山市中区西川原７２－３ 常　勤:    1長　辻　和英 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371011,574,0 心臓病センター 原病〒700-0804 086-225-7111社会医療法人社団十全岡﨑　悟 平24. 9.18一般       297病院
     院 岡山市北区中井町２－５－１ 常　勤:   61会　理事長　 原　敬 移転 心外 他   眼  現存
     (医      58) 平24. 9.18形外 外   内  
     (薬       3) 放   麻   リハ
     非常勤:   18 脳外 呼内 
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372011,576,5 医療法人　小山眼科医〒700-0975 086-243-5151医療法人小山眼科医院深水　智子 平24.11. 1眼   診療所
     院 岡山市北区今２－７－３ 常　勤:    2　理事長　深水　智子 移転 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373011,577,3 にった整形クリニック〒700-0944 086-246-1200医療法人よつば会　理新田　浩喜 平24.11. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市南区泉田五丁目１０－４５常　勤:    1事長　永井　宏 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374011,579,9 にいや内科クリニック〒700-0803 086-803-2189医療法人にいや内科ク新谷　勝美 平24.12. 1内   小   アレ診療所
     岡山市北区北方２－１－３０ 常　勤:    1リニック　理事長　新 組織変更 他   現存
     (医       1)谷　勝美 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375011,580,7 東古松サンクト診療所〒700-0921 086-225-7766地方独立行政法人　岡高瀬　真知 平25. 4. 1精   診療所
     岡山市北区東古松４－９－２４ 常　勤:    2山県精神科医療センタ 新規 現存
     (医       2)ー　理事長　中島　豊 平25. 4. 1
     非常勤:    5爾
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376011,581,5 脳神経外科・内科　眞〒700-0964 086-201-5222医療法人ゆずりはの木眞壁　哲夫 平25. 3. 1脳外 外   内  診療所
     壁クリニック 岡山市北区中仙道１－２１－１７常　勤:    1　理事長　眞壁　哲夫 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
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  377011,582,3 御南クリニック 〒701-0145 086-242-5656医療法人芳祉会　理事岡田　康司 平25. 5. 1内   小   診療所
     岡山市北区今保５５７番地１６ 常　勤:    1長　岡田　康司 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378011,583,1 すこやかこどもクリニ〒702-8022 086-264-1002医療法人智彰会　理事江口　直宏 平25.10. 1小   アレ 診療所
     ック 岡山市南区福成一丁目１７９番地常　勤:    1長　江口　直宏 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379011,584,9 うちだ皮膚科クリニッ〒700-0945 086-243-1451医療法人順晴会　理事内田　隆文 平26. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 岡山市南区新保１６１１番地１２常　勤:    1長　内田　隆文 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380011,585,6 セントラルシティ病院〒702-8053 086-264-3111医療法人　天翔会　理木林　速雄 平26. 1. 1一般        60病院
     岡山市南区築港栄町１９番地３０常　勤:    7事長　木林　速雄 移転 内   小   外  現存
     号 (医       5) 平26. 1. 1放   整外 麻  
     (薬       2) リハ 精   呼内
     非常勤:   19 消化器外科　消
     (医      19) 火器内科　肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381011,586,4 ふじわら内科クリニッ〒702-8022 086-250-8070医療法人優しいまなざ藤原　大輔 平26. 1. 1内   他   診療所
     ク 岡山市南区福成１丁目１６７－１常　勤:    1し　理事長　藤原　大 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)輔 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382011,587,2 まな星クリニック 〒700-0016 086-214-0550医療法人豊仁会　理事中島　洋子 平26. 4. 1精   リハ 他  診療所
     岡山市北区伊島町二丁目１番３２常　勤:    2長　中島　洋子 移転 児童精神科 現存
     号 (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383011,588,0 医療法人社団　三田医〒703-8275 086-272-7770医療法人社団三田医院三田　茂 平26. 4.21内   診療所
     院 岡山市中区門田屋敷１丁目１０－常　勤:    1　理事長　三田　茂 新規 現存
     ２１プレアール門田屋敷１階 (医       1) 平26. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384011,589,8 医療法人　啓光会　Ｈ〒700-0907 086-222-5200医療法人啓光会　理事遠迫　憲英 平26. 4. 1心内 精   診療所
     ＩＫＡＲＩ　ＣＬＩＮ岡山市北区下石井二丁目１番１８常　勤:    1長　遠迫　憲英 組織変更 現存
     ＩＣ 号ＯＲＩＸ岡山下石井ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385011,590,6 医療法人　まつお内科〒700-0972 086-246-2323医療法人まつお内科ク松尾　圭祐 平26. 6. 1内   小   診療所
     クリニック 岡山市北区上中野一丁目１６番１常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 呼吸器内科 現存
     ７号 (医       1)尾　圭祐 平26. 6. 1
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  386011,592,2 つばさクリニック岡山〒700-0026 086-254-0283医療法人　つばさ　理中村　幸伸 平26. 8. 1内   小   診療所
     岡山市北区奉還町１－７－７ 常　勤:    4事長　中村　幸伸 新規 現存
     (医       4) 平26. 8. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387011,595,5 医療法人　俊心会　な〒701-1352 086-287-7455医療法人俊心会　理事中村　毅 平26.10. 1アレ 耳い 診療所
     かむら耳鼻咽喉科 岡山市北区小山５２番２ 常　勤:    1長　中村　毅 組織変更 気管食道・耳鼻現存
     (医       1) 平26.10. 1咽喉科、小児耳
     鼻咽喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388011,596,3 みなみ整形・痛みのク〒701-0221 086-239-3735医療法人芳仁会　理事高田　英一 平26. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 岡山市南区藤田５６０番地５１２常　勤:    1長　高田　英一 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平26. 9. 1ペインクリニッ
     ク内科、疼痛緩
     和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389011,597,1 ウェル・ビーイング・〒700-0901 086-225-3321医療法人養寿会　理事平野　隆茂 平26.11. 1放   内   皮  診療所
     メディカ保健クリニッ岡山市北区本町６番３６号６０１常　勤:    2長　石原　直子 移転 婦   現存
     ク (医       2) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390011,598,9 医療法人相馬眼科医院〒700-0907 086-223-0125医療法人相馬眼科医院相馬　信和 平26.12. 2眼   診療所
     岡山市北区下石井一丁目２番１号常　勤:    1　理事長　相馬　信和 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391011,599,7 ウェル・ビーイング・〒700-0901 086-225-3321医療法人養寿会　理事奥田　博之 平27. 1. 1放   内   皮  診療所
     メディカ第二診療所 岡山市北区本町６番３６号６０２常　勤:    1長　石原　直子 新規 婦   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392011,600,3 砂山クリニック 〒700-0816 086-226-6767医療法人砂山クリニッ砂山　隆弘 平27. 1. 1内   診療所
     岡山市北区富田町一丁目６番１０常　勤:    1ク　理事長　砂山　隆 移転 現存
     号－１０２ (医       1)弘 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393011,602,9 医療法人社団明和会　〒703-8263 086-274-7717医療法人社団明和会　田淵　和久 平27. 3. 1婦   内   皮  診療所
     きらめきクリニック 岡山市中区倉益１７０－４ 常　勤:    1理事長　田淵　和久 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  394011,603,7 かみまちこども医院 〒700-0925 086-245-0708医療法人優真会　理事山内　泉 平27. 4. 1小   診療所
     岡山市北区大元上町１４－２８　常　勤:    1長　山内　晶子 新規 現存
     上町ビル２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395011,604,5 順正会内科クリニック〒700-0984 086-207-2263医療法人　順正会　理唐井　一成 平27. 3.25内   整外 診療所
     岡山市北区桑田町２番１０号 常　勤:    1事長　唐井　一成 新規 現存
     (医       1) 平27. 3.25
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396011,605,2 みやけ内科クリニック〒701-0221 086-296-7778医療法人　よつば会　三宅　美恵子 平27. 6. 1内   診療所
     岡山市南区藤田６７４番地６ 常　勤:    1理事長　永井　宏 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397011,606,0 みやはら耳鼻咽喉科 〒702-8034 086-237-4133医療法人南輝　理事長宮原　孝和 平27. 8. 1耳い 診療所
     岡山市南区福浜西町６－１７ 常　勤:    1　宮原　孝和 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398011,607,8 こもれびの里内科クリ〒700-0031 086-252-1117一般財団法人河田病院河田　恵子 平27. 9. 1内   精   心内診療所
     ニック 岡山市北区富町２丁目１８－２８常　勤:    1　理事長　河田　隆介 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399011,608,6 つしまクリニック 〒700-0080 086-251-3388医療法人おおぞら会　遠迫　昌美 平27. 8.18内   呼内 リハ診療所
     岡山市北区津島福居１丁目２番１常　勤:    1理事長　遠迫　文 移転 放   現存
     ５号 (医       1) 平27. 8.18循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400011,609,4 ひがしリハビリテーシ〒703-8241 086-275-4970医療法人進愛会　理事片岡　昌樹 平27. 9. 1リハ 整外 診療所
     ョン・整形クリニック岡山市中区高島新屋敷８５番地１常　勤:    1長　片岡　昌樹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401011,610,2 やわらぎクリニック 〒700-0824 086-233-1600医療法人国際貢献大学萬　秀男 平27.12. 1内   婦   小  診療所
     岡山市北区内山下一丁目７番１７常　勤:    1校医療機構　理事長　 新規 内分泌内科 現存
     号コモンライフやわらぎ２階 (医       1)河相　淳一郎 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  402011,611,0 岡山東部脳神経外科病〒701-2141 086-229-1188医療法人幸義会　理事南　政博 平27.12. 1一般 病院
     院 岡山市北区牟佐９６－１ 常　勤:    6長　滝澤　貴昭 組織変更     一般    38現存
     (医       6) 平27.12. 1脳外 循   放  
     非常勤:   12 リハ 麻   
     (医      12) 脳神経内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403011,612,8 岡山済生会総合病院附〒700-0013 086-252-2211社会福祉法人恩賜財団平松　信 平28. 1. 1内   呼内 リウ診療所
     属外来センター 岡山市北区伊福町１丁目１７番１常　勤:    7済生会支部岡山県済生 新規 外   呼外 整外現存
     ８号 (医       7)会　支部長　岩本　一 平28. 1. 1脳外 形外 美外
     非常勤:  216壽 心内 精   小  
     (医     216) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   他   神内
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科、内分泌
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404011,613,6 上南クリニック 〒704-8166 086-948-5539医療法人上南クリニッ岡﨑　祐子 平28. 1. 1内   歯   診療所
     (015,613,8) 岡山市東区君津３２１－１ 常　勤:    2ク　理事長　岡﨑　祐 組織変更 現存
     (医       1)子 平28. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405011,614,4 やまだファミリークリ〒702-8036 086-262-0333医療法人恵徳会　理事山田　惠介 平28. 2. 1小   内   アレ診療所
     ニック 岡山市南区三浜町１－６－１３ 常　勤:    1長　山田　惠介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406011,615,1 のぞみクリニック 〒700-0935 086-227-5080医療法人尚和会　理事小林　豊 平28. 5. 1内   整外 リハ診療所
     岡山市北区神田町１丁目９番４６常　勤:    1長　小林　豊 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  407011,616,9 岡山西大寺病院 〒704-8194 086-943-2211社会医療法人盛全会　花川　志郎 平28. 5. 1一般 病院
     (015,616,1) 岡山市東区金岡東町１丁目１番７常　勤:   17理事長　小林　直哉 移転     一般    96現存
     ０号 (医      13) 平28. 5. 1療養
     (歯       1)     療養    49
     (薬       3) 整外 リハ 外  
     非常勤:   96 脳外 内   心内
     (医      94) リウ 形外 皮  
     (歯       1) 眼   麻   放  
     (薬       1) 歯   
     透析内科、消化
     器内科、消化器
     外科、乳腺外科
     、他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408011,617,7 コープ大野辻クリニッ〒700-0975 086-805-0335岡山医療生活協同組合福田　好世 平28. 7. 1内   皮   診療所
     ク 岡山市北区今３丁目２６番２８号常　勤:    1　代表理事　髙橋　淳 移転 内視鏡内科、漢現存
     コープ大野辻２階 (医       1) 平28. 7. 1方内科、循環器
     非常勤:    3 内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409011,618,5 きたばたけ眼科医院 〒701-1352 086-237-8838医療法人きたばたけ眼北畑　龍生 平28. 8. 1眼   診療所
     岡山市北区小山字棚端３８番地５常　勤:    1科医院　理事長　北畑 組織変更 現存
     (医       1)　龍生 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410011,619,3 葵クリニック 〒701-0221 086-728-0008医療法人葵クリニック中山　裕宣 平28. 9. 1内   外   リハ診療所
     岡山市南区藤田５６０番地５１６常　勤:    1　理事長　中山　裕宣 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411011,620,1 せのお駅前クリニック〒701-0211 086-281-3131医療法人わかな会　理槌田　典平 平28. 9. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 岡山市南区東畦１６４－１ 常　勤:    1事長　槌田　典平 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412011,621,9 ももたろう往診クリニ〒700-0924 086-242-3232医療法人ザイタック　小森　栄作 平28. 8.30内   外   眼  診療所
     ック 岡山市北区大元１丁目１番２９号常　勤:    3理事長　小森　栄作 移転 現存
     (医       3) 平28. 8.30
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413011,622,7 岡山西大寺病院附属中〒704-8192 086-944-1000社会医療法人盛全会　小林　敬子 平28.11. 1療養 病院
     野分院 岡山市東区西大寺中野本町８－４常　勤:    2理事長　小林　直哉 新規     療養   116現存
     １ (医       2) 平28.11. 1内   整外 リハ
     非常勤:    7 歯   
     (医       7)
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  414011,623,5 医療法人　山中医院 〒709-2117 086-724-0201医療法人　山中医院　宗盛　真 平28.11. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区御津野々口３７８番地常　勤:    2理事長　宗盛　真 移転 現存
     ５ (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415011,624,3 川崎医科大学総合医療〒700-8505 086-225-2111学校法人川崎学園　理猶本　良夫 平28.12. 1一般 病院
     (015,624,5) センター 岡山市北区中山下二丁目６番１号常　勤:  133事長　川﨑　誠治 移転     一般   647現存
     (医     132) 平28.12. 1内   他   外  
     (歯       1) 整外 小   精  
     非常勤:   98 心内 耳い 眼  
     (医      97) ひ   形外 皮  
     (歯       1) 産婦 脳外 リハ
     放   麻   歯  
     循環器内科、内
     視鏡内科、消化
     器外科、心臓血
     管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416011,625,0 医療法人せとうちクリ〒700-0971 086-236-8470医療法人せとうちクリ白石　彰彦 平29. 1. 5内   小   整外診療所
     ニック 岡山市北区野田３丁目１－１０　常　勤:    1ニック　理事長　白石 移転 放   リハ 現存
     ２階 (医       1)　彰彦 平29. 1. 5消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417011,626,8 みお　ウィメンズ　ク〒700-0925 086-805-7955医療法人　福寿会　理山本　未生 平29. 5. 1婦   診療所
     リニック 岡山市北区大元上町１４－２５ 常　勤:    1事長　秋山　正史 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418011,627,6 岡山そけいヘルニア日〒700-0964 086-241-2100医療法人Ｇｉ　理事長池田　義博 平29. 4. 1外   診療所
     帰り手術Ｇｉ外科クリ岡山市北区中仙道２－７－２５ 常　勤:    1　池田　義博 組織変更 消化器外科　肛現存
     ニック (医       1) 平29. 4. 1門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419011,628,4 吉井外科内科クリニッ〒709-0855 086-952-3331医療法人　吉井外科内吉井　荘哲 平29. 4. 1一般 診療所
     ク 岡山市東区瀬戸町沖２１０ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更     一般    19現存
     (医       2)　吉井　康哲 平29. 4. 1外   内   麻  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1) 肛門外科　消化
     器内科　内視鏡
     内科　放射線診
     断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  420011,629,2 一般財団法人操志会　〒700-0822 086-222-7960一般財団法人操志会　高畠　稔 平29.10. 1一般 診療所
     高畠眼科医院 岡山市北区表町３－１６－１７ 常　勤:    1代表理事　高畠　稔 交代     一般     4現存
     (医       1) 平29.10. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421011,630,0 一般財団法人操志会　〒700-0951 086-238-1124一般財団法人操志会　高畠　隆 平29.10. 1一般 診療所
     高畠西眼科 岡山市北区田中１３８－１０１ 常　勤:    2代表理事　高畠　稔 交代     一般     6現存
     (医       2) 平29.10. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422011,631,8 堀産婦人科医院 〒700-0821 086-222-4949医療法人　堀産婦人科田頭　周一 平30. 1. 4一般         5診療所
     岡山市北区中山下二丁目８番地１常　勤:    1医院　理事長　堀　晋 交代 産婦 放   現存
     ０９ (医       1)一郎 平30. 1. 4
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423011,632,6 きらめきクリニック 〒700-0052 086-252-5358医療法人社団　岡山純佐藤　元 平29.12.20一般        19診療所
     岡山市北区下伊福一丁目２番６号常　勤:    1心会　理事長　前田　 交代 内   呼内 リハ現存
     (医       1)計子 平29.12.20放   
     非常勤:    7 循環器内科消化
     (医       7) 器内科糖尿病内
     科ペインクリニ
     ック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424011,633,4 医療法人　ニコニコこ〒700-0976 086-242-5566医療法人　ニコニコこ山口　和誠 平30. 5. 1小   アレ 内  診療所
     どもクリニック 岡山市北区辰巳７番１０２ 常　勤:    2どもクリニック　理事 移転 現存
     (医       2)長　山口　和誠 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425011,634,2 てらだ内科クリニック〒703-8271 086-277-0005医療法人社団　てらだ寺田　亮 平30. 5. 1内   診療所
     岡山市中区円山１０１８－３ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 消化器・肝臓内現存
     (医       1)長　寺田　亮 平30. 5. 1科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426012,003,9 川上耳鼻咽喉科医院 〒701-1203 086-284-8883川上　登史 川上　登史 平 7. 6. 1耳い 診療所
     岡山市北区一宮山崎２７５－７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  427012,010,4 東洋クリニック 〒700-0907 086-221-8441藤原　二郎 藤原　二郎 平 7.10. 1内   精   神内診療所
     岡山市北区下石井１－１－１ 常　勤:    1 心内 アレ 小  現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428012,011,2 ひまわり内科クリニッ〒700-0973 086-246-5115荻野　泰久 荻野　泰久 平 7.11. 1内   呼内 他  診療所
     ク 岡山市北区下中野３２２－１０７常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28.11. 1循環器内科、糖
     尿病内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429012,017,9 山本クリニック 〒703-8255 086-271-7500山本　智之 山本　智之 平 8. 2. 1心内 精   神  診療所
     岡山市中区東川原２２７－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430012,019,5 野間内科医院 〒703-8233 086-273-1751野間　啓輔 野間　啓輔 平 8. 4. 1内   消   呼  診療所
     岡山市中区高屋２２６－９ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431012,029,4 ほりぐち医院 〒701-0211 086-281-9380堀口　隆 堀口　隆 平 8.12. 1内   呼   消  診療所
     岡山市南区東畦８０－９ 常　勤:    1 新規 循   小   放  現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432012,030,2 十川医院 〒704-8116 086-942-2016十川　重次郎 十川　重次郎 平 8.12.24内   小   放  診療所
     岡山市東区西大寺中３－１９－１常　勤:    1 移転 現存
     ９ (医       1) 平29.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433012,038,5 露野医院 〒700-0965 086-241-3933露野　理津朗 露野　理津朗 平 9. 2.15内   循   小  診療所
     岡山市北区西長瀬１２２５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434012,040,1 メンタルケアスペース〒700-0916 086-246-6110高橋　泰 高橋　泰 平 9. 4. 1精   心内 診療所
     棲合診療所 岡山市北区西之町９－１１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435012,042,7 やましたメンタルクリ〒700-0023 086-212-0622山下　公三郎 山下　公三郎 平 9. 5. 1神内 神   精  診療所
     ニック 岡山市北区駅前町１－２－１５ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436012,043,5 佐藤耳鼻咽喉科医院 〒703-8235 086-272-2619佐藤　幸弘 佐藤　幸弘 平 9. 5. 1耳い 診療所
     岡山市中区原尾島１－１４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  437012,045,0 学南耳鼻咽喉科医院 〒700-0011 086-251-0633佐藤　嘉余子 佐藤　嘉余子 平 9. 7. 1耳い 診療所
     岡山市北区学南町２－４－５０フ常　勤:    1 新規 現存
     レグランス片山Ⅱ１０３ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438012,047,6 田村整形外科 〒701-1152 086-255-3400田村　宜夫 田村　宜夫 平 9. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市北区津高７０８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439012,049,2 清谷医院 〒700-0932 086-223-0972清谷　豊 清谷　豊 平 9. 8.22内   診療所
     岡山市北区奥田本町２３－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440012,050,0 須江内科クリニック 〒701-1145 086-294-1001須江　邦彦 須江　邦彦 平 9.10. 1内   消   呼  診療所
     岡山市北区横井上１４２－１ 常　勤:    1 新規 循   小   精  現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441012,051,8 すどうクリニック 〒704-8191 086-942-3890周藤　眞康 周藤　眞康 平 9. 9. 1内   小   アレ診療所
     岡山市東区西大寺中野１６９－７常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442012,053,4 水河耳鼻咽喉科・アレ〒700-0817 086-222-0195水河　幸夫 水河　幸夫 平 9.11. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科医院 岡山市北区弓之町１４－３６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443012,054,2 井村医院 〒703-8282 086-274-8811井村　誠 井村　誠 平10. 1. 1内   小   診療所
     岡山市中区平井５丁目６番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444012,055,9 はとうクリニック 〒700-0806 086-233-0987羽藤　生一 羽藤　生一 平10. 1. 1内   眼   診療所
     岡山市北区広瀬町１５－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445012,060,9 なかのクリニック 〒700-0903 086-235-1177中野　善行 中野　善行 平10. 4. 1精   神   心内診療所
     岡山市北区幸町４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446012,062,5 耳鼻咽喉科飯尾医院 〒700-0804 086-223-8814矢田　和子 矢田　和子 平10. 4. 1耳い 診療所
     岡山市北区中井町１丁目５番１０常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
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  447012,064,1 かしたに医院 〒703-8264 086-274-8866柏谷　昌昭 柏谷　昌昭 平10. 8. 1内   消   麻  診療所
     岡山市中区倉富１３７－７ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448012,067,4 片木小児科内科医院 〒703-8236 086-271-8333片木　幸恵 片木　幸恵 平11. 1. 1内   小   呼  診療所
     岡山市中区国富７８１－１　国富常　勤:    1 新規 アレ 現存
     診療ビル３Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449012,071,6 臼井内科 〒700-0811 086-235-3577臼井　裕子 臼井　裕子 平11. 3. 1内   小   放  診療所
     岡山市北区番町１丁目２番５号 常　勤:    1 新規 消   循   呼  現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450012,073,2 神崎皮膚科 〒700-0827 086-223-6979神﨑　寛子 神﨑　寛子 平11. 4. 1皮   アレ 診療所
     岡山市北区平和町５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451012,074,0 小川クリニック 〒700-0821 086-224-7655小川　俊彦 小川　俊彦 平11. 4. 1精   心内 神内診療所
     岡山市北区中山下１－８－４５ 常　勤:    1 移転 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452012,076,5 西村医院 〒700-0821 086-231-2355西村　忠夫 西村　忠夫 平11. 4. 1耳い 診療所
     岡山市北区中山下１－８－４５　常　勤:    1 移転 現存
     ＮＴＴクレド岡山ビル８階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453012,078,1 こおり眼科 〒700-0934 086-235-3393郡　良文 郡　良文 平11. 6. 1眼   診療所
     岡山市北区奥田南町８－４７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454012,080,7 仙田整形外科医院 〒700-0025 086-255-7200仙田　正俊 仙田　正俊 平11. 8. 1整外 リハ 診療所
     岡山市北区寿町１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455012,081,5 末広耳鼻咽喉科医院 〒700-0964 086-245-1741末広　倫雄 末広　倫雄 平11. 8.23耳い 診療所
     岡山市北区中仙道２－２８－２２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456012,084,9 三浦内科医院 〒700-0013 086-252-6783三浦　寛人 三浦　寛人 平11. 8. 1内   消   診療所
     岡山市北区伊福町２丁目２７番３常　勤:    1 交代 現存
     ０号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  457012,088,0 荻野整形外科クリニッ〒709-0624 086-208-6700荻野　真一 荻野　真一 平11.11. 1整外 リハ 診療所
     ク 岡山市東区城東台西２丁目６－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458012,091,4 井上産婦人科クリニツ〒700-0903 086-801-0037井上　隆 井上　隆 平12. 1. 1一般         3診療所
     ク 岡山市北区幸町４－１２　河田ビ常　勤:    1 新規 産婦 内   麻  現存
     ル３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459012,095,5 なかの内科クリニック〒700-0955 086-241-2020中野　正照 中野　正照 平12. 4. 1内   呼内 他  診療所
     岡山市南区万倍７０－１０ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、消現存
     (医       1) 平30. 4. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460012,105,2 永瀬ファミリークリニ〒700-0016 086-252-6909永瀬　惠 永瀬　惠 平12. 7.31内   小   アレ診療所
     ック 岡山市北区伊島町２丁目１－３７常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461012,114,4 山田心療内科クリニッ〒700-0827 086-212-3545山田　京子 山田　京子 平13. 4. 1精   心内 神  診療所
     ク 岡山市北区平和町５－１　アミテ常　勤:    1 新規 現存
     ィ西川ビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462012,115,1 河田内科クリニツク 〒700-0031 086-251-1600河田　一郎 河田　一郎 平13. 6. 1内   小   アレ診療所
     岡山市北区富町２丁目１４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463012,118,5 森谷内科・循環器科医〒700-0953 086-241-2835森谷　広樹 森谷　広樹 平13. 9. 1内   他   呼内診療所
     院 岡山市南区西市２９３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464012,119,3 大畑小児科 〒700-0811 086-222-7313山内　京子 山内　京子 平14. 1. 1小   診療所
     岡山市北区番町１－９－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465012,120,1 内科宇治医院　犬島分〒704-8153 086-947-0175宇治　秀樹 宇治　秀樹 平13.12.10内   診療所
     院 岡山市東区犬島１０９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466012,123,5 そのべ耳鼻咽喉科 〒700-0064 086-214-3311園部　紀子 園部　紀子 平14. 4. 1耳い 診療所
     岡山市北区大安寺南町１－３－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  467012,124,3 河田皮膚科医院 〒701-0153 086-903-1212河田　義郎 河田　義郎 平14. 5. 1皮   アレ 診療所
     岡山市北区庭瀬２７２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468012,127,6 かわだファミリークリ〒700-0921 086-222-2838河田　一彦 河田　一彦 平14. 4.15内   小   他  診療所
     ニック 岡山市北区東古松３－２－２３ 常　勤:    1 交代 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平26. 4.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469012,128,4 清藤医院 〒703-8282 086-277-7372平井　正才 平井　正才 平14. 6. 1内   小   整外診療所
     岡山市中区平井４－２０－１５ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470012,130,0 もみのき小児クリニッ〒703-8231 086-273-8800内山　宙三 内山　宙三 平14. 8. 1小   診療所
     ク 岡山市中区赤田１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471012,132,6 すぎはら眼科医院 〒704-8192 086-942-0888杉原　倫夫 杉原　倫夫 平14.11. 1眼   診療所
     岡山市東区西大寺中野本町１１－常　勤:    1 新規 現存
     ３６ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472012,133,4 旭クリニック 〒700-0804 086-227-1087鳩嵜　明一 鳩嵜　明一 平14.11. 1内   外   整外診療所
     岡山市北区中井町１丁目１－７ 常　勤:    1 移転 リハ 麻   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473012,134,2 藤原内科 〒700-0921 086-223-7001藤原　良二 藤原　良二 平14.12. 1内   消   放  診療所
     岡山市北区東古松２－９－１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474012,135,9 こどもクリニック青い〒701-1202 086-284-3885逸見　睦心 逸見　睦心 平15. 1. 1小   診療所
     鳥 岡山市北区楢津５３３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475012,137,5 コバヤシ眼科 〒700-0822 086-225-7771小林　嘉延 小林　嘉延 平15. 3. 1眼   診療所
     岡山市北区表町２丁目３－８４　常　勤:    1 新規 現存
     小林ビル３Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476012,138,3 ゆうえん医院 〒700-0913 086-803-2567結縁　晃治 結縁　晃治 平15. 3. 1耳い 診療所
     岡山市北区大供３丁目１－１８　常　勤:    1 新規 現存
     ＫＳＢ会館３階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  477012,139,1 斉藤耳鼻咽喉科医院 〒703-8232 086-279-7600齊藤　龍介 齊藤　龍介 平15. 4. 1耳い 診療所
     岡山市中区関２７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478012,144,1 森末泌尿器科内科クリ〒703-8265 086-274-3330森末　浩一 森末　浩一 平15. 9. 1内   消   ひ  診療所
     ニック 岡山市中区倉田２１０－５ 常　勤:    2 新規 放   現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479012,145,8 おかざき眼科 〒700-0941 086-235-3599岡﨑　博史 岡﨑　博史 平15.10. 1眼   診療所
     岡山市北区青江１丁目２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480012,147,4 あだち内科クリニック〒702-8036 086-902-0551安達　典子 安達　典子 平15.12. 1内   診療所
     岡山市南区三浜町２丁目１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481012,150,8 たけなみクリニック 〒700-0901 086-221-5513武南　克子 武南　克子 平16. 1. 1心内 精   神  診療所
     岡山市北区本町１０－２２本町ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル６階６０８号室 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482012,152,4 ごとうクリニック 〒700-0913 086-221-5010後藤　研介 後藤　研介 平16. 6. 1内   消   診療所
     岡山市北区大供１丁目２－１５－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１号 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483012,153,2 柊診療所 〒700-0941 086-803-3380王谷　英才 王谷　英才 平16. 6. 1精   心内 診療所
     岡山市北区青江１－２３－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484012,154,0 河原眼科クリニック 〒700-0901 086-234-2015河原　正明 河原　正明 平16. 6. 1眼   診療所
     岡山市北区本町６－３６　第一セ常　勤:    1 新規 現存
     ントラルビル３Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485012,157,3 ふじわら眼科 〒700-0975 086-242-5511藤原　美樹 藤原　美樹 平16. 7. 1眼   診療所
     岡山市北区今４丁目１４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486012,158,1 辻　眼科 〒700-0026 086-252-0943辻　優 辻　優 平16. 7. 1一般         5診療所
     岡山市北区奉還町１－２－５ 常　勤:    1 移転 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  487012,159,9 まことクリニック 〒700-0813 086-231-2500山本　真 山本　真 平16. 7. 1精   神   心内診療所
     岡山市北区石関町１－１　新石関常　勤:    1 新規 現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488012,160,7 木村医院 〒701-1462 086-295-0010木村　恵 木村　恵 平16. 7.18内   小   リハ診療所
     岡山市北区大井２３９３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489012,161,5 ウイメンズクリニック〒700-0901 086-803-5338上村　茂仁 上村　茂仁 平16.10. 1産婦 診療所
     ・かみむら 岡山市北区本町４－１８　コア本常　勤:    1 新規 現存
     町３Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490012,162,3 江森内科・循環器科 〒703-8205 086-275-7474江森　哲郎 江森　哲郎 平16.10. 1内   循   診療所
     岡山市中区中井一丁目１３－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491012,163,1 横田内科クリニック 〒703-8236 086-272-2202横田　聡 横田　聡 平16.10. 1内   呼   胃  診療所
     岡山市中区国富８２０－１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492012,170,6 岡山眼科 〒703-8203 086-278-1000岡山　英樹 岡山　英樹 平16.12. 1眼   診療所
     岡山市中区国府市場５６５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493012,171,4 前田耳鼻咽喉科 〒701-0153 086-292-8200前田　学 前田　学 平16.12. 1耳い アレ 診療所
     岡山市北区庭瀬２２９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494012,173,0 たけだ皮膚科 〒700-0927 086-244-7333武田　孝爾 武田　孝爾 平17. 1. 1皮   診療所
     岡山市北区西古松２５２－１１７常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495012,181,3 清野内科医院 〒703-8204 086-278-5535清野　哲司 清野　哲司 平17. 6. 1内   消   放  診療所
     岡山市中区雄町２９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496012,182,1 中津クリニック 〒700-0927 086-245-3773中津　武志 中津　武志 平17. 7. 1内   心内 精  診療所
     岡山市北区西古松２３７－１２７常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497012,184,7 戸川医院 〒703-8241 086-275-0705戸川　三省 戸川　三省 平17. 6.19内   消   診療所
     岡山市中区高島新屋敷２３７－３常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6.19
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  498012,185,4 庄　整形外科 〒703-8263 086-274-7702庄　隆宏 庄　隆宏 平17. 8. 1内   外   整外診療所
     岡山市中区倉益６４－３ 常　勤:    1 新規 皮   リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499012,186,2 青地耳鼻咽喉科 〒700-0026 086-255-7717青地　克也 青地　克也 平17. 9. 1耳い 診療所
     岡山市北区奉還町２－１－２９　常　勤:    1 新規 現存
     日笠ビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500012,187,0 谷野内科循環器科クリ〒700-0984 086-222-0800谷野　俊輔 谷野　俊輔 平17. 9. 7内   循   診療所
     ニック 岡山市北区桑田町４－１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501012,188,8 辻クリニック 〒700-0951 086-242-1399辻　二三夫 辻　二三夫 平17.10. 1内   麻   アレ診療所
     岡山市北区田中１３３－１０３ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502012,189,6 さとうクリニック 〒704-8191 086-943-0880佐藤　俊樹 佐藤　俊樹 平17.10. 1神   精   心内診療所
     岡山市東区西大寺中野４８９－８常　勤:    1 新規 現存
     　安倉ビル２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503012,191,2 さかいクリニック 〒700-0035 086-214-5855坂井　歩 坂井　歩 平17.10. 1精   神内 心内診療所
     岡山市北区高柳西町１６－１３　常　勤:    1 新規 現存
     ＴＭＣビル５階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504012,192,0 ますたにクリニック 〒700-0026 086-214-3122桝谷　功 桝谷　功 平18. 2. 1精   心内 診療所
     岡山市北区奉還町２－１－２９　常　勤:    1 新規 現存
     日笠ビル３Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505012,194,6 クマノミ診療所 〒701-0213 086-298-9213伊与田　秀作 伊与田　秀作 平18. 3. 1心内 精   診療所
     岡山市南区中畦４４０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506012,202,7 うきた皮フ科 〒701-1352 086-287-3789浮田　政子 浮田　政子 平18. 6. 1皮   診療所
     岡山市北区小山１０８－１　ＭＳ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507012,203,5 須田外科内科医院 〒709-1203 08636-2-3221須田　学 須田　学 平18. 7. 1内   外   消  診療所
     岡山市南区西紅陽台３－１－１２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508012,210,0 ひまわり　クリニック〒700-0861 086-222-8122落合　陽治 落合　陽治 平18. 8.28内   麻   診療所
     岡山市北区清輝橋２－１－２３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8.28
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  509012,212,6 まえだ整形外科クリニ〒700-0955 086-245-3001前田　裕章 前田　裕章 平18.10. 1整外 リハ 診療所
     ック 岡山市南区万倍５４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510012,215,9 さいとう耳鼻科 〒701-0211 086-209-1200斉藤　稚里 斉藤　稚里 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     岡山市南区東畦１４６－１４シテ常　勤:    1 新規 現存
     ィウエストコート１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511012,216,7 池上医院 〒703-8222 086-279-0227池上　元保 池上　元保 平19. 1. 1内   皮   ひ  診療所
     岡山市中区下４２８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512012,217,5 物部内科医院 〒700-0818 086-222-2112物部　大成 物部　大成 平19. 1. 5内   診療所
     岡山市北区蕃山町３－２８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513012,218,3 ふじもと皮ふ科医院 〒700-0944 086-244-5705藤本　康子 藤本　康子 平19. 3. 2皮   診療所
     岡山市南区泉田五丁目１０－１８常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514012,219,1 ゆくり医院 〒702-8024 086-262-2629齊藤　清子 齊藤　清子 平19. 5. 1心内 精   診療所
     岡山市南区浦安南町１２７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515012,220,9 あさひクリニック 〒701-0204 086-282-6606松本　章傳 松本　章傳 平19. 6. 1内   外   整外診療所
     岡山市南区大福１５０－３ 常　勤:    1 新規 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516012,222,5 赤木皮膚科医院 〒700-0022 086-232-6315赤木　正子 赤木　正子 平19. 7. 1皮   診療所
     岡山市北区岩田町７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517012,224,1 たなかファミリークリ〒700-0954 086-243-6070田中　浩行 田中　浩行 平19. 9.28小   アレ 内  診療所
     ニック 岡山市南区米倉８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518012,226,6 秋山皮膚科 〒700-0064 086-252-5078秋山　尚範 秋山　尚範 平19.11. 1皮   診療所
     岡山市北区大安寺南町２－９－４常　勤:    2 新規 現存
     ０ (医       1) 平25.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  519012,231,6 岡山愛育クリニック 〒703-8265 086-276-8500中田　高公 中田　高公 平20. 1. 3一般 診療所
     岡山市中区倉田５０８－８ 常　勤:    3 新規     一般    19現存
     (医       3) 平26. 1. 3産婦 小   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520012,232,4 しまばら内科消化器科〒701-0151 086-292-2555島原　将精 島原　将精 平20. 3. 1内   消   診療所
     クリニック 岡山市北区平野１０１１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521012,234,0 河合内科西口クリニッ〒700-0026 086-251-2491河合　洋二郎 河合　洋二郎 平20. 4. 4内   診療所
     ク 岡山市北区奉還町１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522012,235,7 たなかクリニック 〒700-0901 086-223-2261田中　有史 田中　有史 平20. 4.14心内 精   診療所
     岡山市北区本町５－２０高島屋東常　勤:    1 新規 現存
     館４階 (医       1) 平26. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523012,238,1 くにかたウィメンズク〒700-0065 086-255-0080国方　建児 国方　建児 平20. 6. 1産婦 診療所
     リニック 岡山市北区野殿東町１－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524012,239,9 さとうファミリークリ〒700-0065 086-254-5500佐藤　佳弘 佐藤　佳弘 平20. 6. 1内   小   他  診療所
     ニック 岡山市北区野殿東町１－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525012,240,7 みなおクリニック 〒700-0065 086-252-7800皆尾　公司 皆尾　公司 平20. 6. 1精   心内 診療所
     岡山市北区野殿東町１－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526012,241,5 ただとも胃腸内科・外〒702-8005 086-277-7572只友　秀樹 只友　秀樹 平20. 6. 1内   外   リハ診療所
     科医院 岡山市中区江崎７９－２ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527012,245,6 藤原皮膚科 〒700-0035 086-255-3388藤原　英城 藤原　英城 平20. 8. 1皮   診療所
     岡山市北区高柳西町１６－１３Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     ＭＣビル２階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  528012,246,4 林　病院 〒704-8191 086-942-2980林　秀宣 林　秀宣 平20. 7.10療養        60病院
     (016,246,6) 岡山市東区西大寺中野４９８－１常　勤:    5 交代 外   眼   歯  現存
     (医       3) 平26. 7.10他   
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529012,252,2 畝木医院 〒700-0827 086-225-1191畝木　克己 畝木　克己 平21. 4. 1内   産婦 ひ  診療所
     岡山市北区平和町１－１ 常　勤:    3 移転 現存
     (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530012,253,0 ＬＥＥ　クリニック 〒700-0985 086-221-0100李　陽明 李　陽明 平21. 5. 1心内 他   診療所
     岡山市北区厚生町１－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531012,254,8 高島心療クリニック 〒703-8243 086-275-8126山本　博一 山本　博一 平21. 6. 1心内 精   診療所
     岡山市中区中井１丁目１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532012,258,9 せとメンタルクリニッ〒709-0861 086-952-4848井上　慶郎 井上　慶郎 平21. 7. 1精   心内 内  診療所
     ク 岡山市東区瀬戸町瀬戸４１０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533012,262,1 かりや内科 〒701-0153 086-250-2017刈屋　憲次 刈屋　憲次 平21.10. 1内   診療所
     岡山市北区庭瀬８１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534012,266,2 飛岡内科医院 〒700-0821 086-233-1188飛岡　宏 飛岡　宏 平22. 1. 1内   診療所
     岡山市北区中山下２－８－３０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535012,267,0 尾上内科・循環器内科〒701-0144 086-238-1080尾上　豪 尾上　豪 平22. 1. 1内   他   診療所
     医院 岡山市北区久米３６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536012,268,8 つねみつ皮ふ科 〒701-1211 086-284-3993常光　泰子 常光　泰子 平22. 1. 5皮   診療所
     岡山市北区一宮８４－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537012,271,2 みのクリニック 〒700-0907 086-234-3055三野　善央 三野　善央 平22. 3.31心内 精   診療所
     岡山市北区下石井１－１－１アー常　勤:    1 新規 現存
     バンオフィスビル８階 (医       1) 平28. 3.31
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  538012,273,8 みやもと整形外科 〒701-0205 086-281-8001宮本　隆二 宮本　隆二 平22. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     岡山市南区妹尾３３８７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539012,274,6 うじけ西口クリニック〒700-0024 086-254-0066氏家　寛 氏家　寛 平22. 4. 3心内 神内 精  診療所
     岡山市北区駅元町１５－１リット常　勤:    1 新規 現存
     シティビル４Ｆ (医       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540012,275,3 藤本循環器内科クリニ〒700-0803 086-222-1505藤本　良久 藤本　良久 平22. 4. 1内   他   診療所
     ック 岡山市北区北方１－１４－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541012,276,1 白石内科眼科クリニッ〒700-0985 086-223-9787白石　純一 白石　純一 平22. 6. 1内   小   眼  診療所
     ク 岡山市北区厚生町１－４－１０ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542012,277,9 吉田耳鼻咽喉科医院 〒701-0205 086-282-2122秦泉寺　萬子 秦泉寺　萬子 平22. 6. 1耳い アレ 診療所
     岡山市南区妹尾３３８８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543012,279,5 岡山みなみクリニック〒700-0845 086-250-5882石川　隆 石川　隆 平22. 9. 3内   外   リハ診療所
     岡山市南区浜野２－７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544012,282,9 庭瀬ファミリークリニ〒701-0151 086-903-4114坪井　壮 坪井　壮 平23. 1.11内   小   他  診療所
     ック 岡山市北区平野８４７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545012,283,7 むらさわ眼科 〒700-0086 086-214-2701村澤　牧子 村澤　牧子 平23. 2. 1眼   診療所
     岡山市北区津島西坂１－２－３９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546012,284,5 しな子レディースクリ〒703-8266 086-201-7772荒木　詞奈子 荒木　詞奈子 平23. 2. 1皮   ひ   産婦診療所
     ニック 岡山市中区湊４９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547012,285,2 岡山駅前アイクリニッ〒700-0023 086-225-5025河本　俊彦 河本　俊彦 平23. 2. 1眼   診療所
     ク 岡山市北区駅前町１－２－１６山常　勤:    1 新規 現存
     下ビル２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548012,286,0 平井耳・鼻・のどクリ〒703-8282 086-277-3387山本　英一 山本　英一 平23. 3. 3耳い 診療所
     ニック 岡山市中区平井４－１９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 3



 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［岡山県］

［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    64 頁

  549012,292,8 かばしまクリニック 〒700-0024 086-235-2009椛島　かなこ 椛島　かなこ 平23. 6. 1形外 美外 他  診療所
     岡山市北区駅元町１－４　ターミ常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ナルスクエア９Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550012,294,4 みみ・はな・のど豊成〒700-0942 086-264-3387渡辺　徹 渡辺　徹 平23. 9. 1耳い 診療所
     クリニック 岡山市南区豊成２－４－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551012,295,1 たかたクリニック 〒700-0026 086-214-6171高田　広之進 高田　広之進 平23.11.28内   精   心内診療所
     岡山市北区奉還町１－１２－１５常　勤:    1 移転 現存
     小松ビル３Ｆ (医       1) 平29.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552012,297,7 サンノゼの丘クリニッ〒701-1221 086-286-0888原田　聡介 原田　聡介 平23.12. 1内   放   診療所
     ク 岡山市北区芳賀１７３５－７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553012,299,3 どうまえ耳鼻咽喉科 〒700-0086 086-255-3387銅前　崇平 銅前　崇平 平24. 5. 1耳い アレ 他  診療所
     岡山市北区津島西坂２－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554012,301,7 聖眼科クリニック 〒709-0855 086-952-9977渡辺　聖 渡辺　聖 平24. 5. 1眼   診療所
     岡山市東区瀬戸町沖３６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555012,302,5 ｇｄｍクリニック 〒700-0973 086-239-9541森谷　宜朋 森谷　宜朋 平24. 7. 1内   皮   診療所
     岡山市北区下中野３５６－１０１常　勤:    1 新規 現存
     スプレンドーレ下中野Ａ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556012,303,3 こどもクリニックえく〒709-0853 086-952-1515佐藤　正義 佐藤　正義 平24.10. 1小   アレ 診療所
     ぼ 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘４－２－常　勤:    1 新規 現存
     ３６ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557012,304,1 永瀬内科医院 〒700-0821 086-222-2534永瀬　正之 永瀬　正之 平24.11. 5内   診療所
     岡山市北区中山下１－９－５３ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558012,312,4 長尾内科医院 〒700-0975 086-243-8888長尾　耕壽 長尾　耕壽 平25. 7. 1内   小   診療所
     岡山市北区今三丁目２３番１５号常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  559012,313,2 よこやま腎泌尿器科ク〒700-0975 086-241-3322横山　光彦 横山　光彦 平25.10. 1ひ   診療所
     リニック 岡山市北区今２－７－１ＫＵⅡビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560012,315,7 みやびウロギネクリニ〒700-0822 086-223-1100井上　雅 井上　雅 平25.10. 1ひ   婦   他  診療所
     ック 岡山市北区表町１丁目４番１号 常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561012,316,5 たなか内科診療所 〒700-0951 086-259-1551田中　理香 田中　理香 平25.11. 1内   他   診療所
     岡山市北区田中１８３番１０２ 常　勤:    1 新規 胃腸内科 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562012,318,1 ベネフィットクリニッ〒700-0023 086-232-4370北山　幸雄 北山　幸雄 平25.12. 1心内 精   内  診療所
     ク岡山 岡山市北区駅前町２丁目４－１２常　勤:    1 新規 現存
     ベネフィットホテル岡山３号館１(医       1) 平25.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563012,319,9 はまだ眼科 〒704-8174 086-943-1002濵田　禎之 濵田　禎之 平26. 1. 1眼   診療所
     岡山市東区松新町１５８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564012,320,7 もくれん耳鼻咽喉科 〒700-0936 086-231-4111中島　智子 中島　智子 平26. 4. 1耳い 診療所
     岡山市北区富田４１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565012,322,3 駅前眼科診療所 〒700-0901 086-221-1557楠　理代 楠　理代 平26. 4. 5眼   診療所
     岡山市北区本町６－３６－１０１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566012,323,1 ほしあい心療内科 〒700-0975 086-250-7367星合　雅彦 星合　雅彦 平26. 6. 1心内 精   診療所
     岡山市北区今二丁目７番１号ＫＵ常　勤:    1 新規 現存
     Ⅱビル２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567012,324,9 小塚内科 〒700-0826 086-232-8376小塚　彰 小塚　彰 平26. 6. 1内   診療所
     岡山市北区磨屋町１０－２０磨屋常　勤:    1 移転 現存
     町ビル２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568012,325,6 はいさ内科医院 〒703-8275 086-272-2593羽井佐　茂 羽井佐　茂 平26. 8. 1内   呼内 診療所
     岡山市中区門田屋敷４丁目４－１常　勤:    1 新規 糖尿病内科、消現存
     ４ (医       1) 平26. 8. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569012,326,4 せのお耳鼻科クリニッ〒700-0953 086-244-3387妹尾　一範 妹尾　一範 平26.12. 1耳い 診療所
     ク 岡山市南区西市５８５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
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  570012,327,2 むぐるま内科クリニッ〒700-0907 086-206-7117六車　満 六車　満 平26.12. 1内   呼内 診療所
     ク 岡山市北区下石井１丁目２番１号常　勤:    1 新規 現存
     －１０５１イオンモール岡山 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571012,328,0 平松医院 〒700-0826 086-232-1070平松　順一 平松　順一 平27. 2. 1内   呼内 皮  診療所
     岡山市北区磨屋町９－５ 常　勤:    2 交代 ひ   現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572012,329,8 中山下スキンクリニッ〒700-0821 086-226-1250久松　祥子 久松　祥子 平27. 4.23皮   診療所
     ク 岡山市北区中山下一丁目９－４９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573012,332,2 さとう内科クリニック〒701-0221 086-296-8822佐藤　直嗣 佐藤　直嗣 平27. 5.19内   診療所
     岡山市南区藤田５６０－５２４ 常　勤:    1 新規 消化器内科、内現存
     (医       1) 平27. 5.19視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574012,333,0 氏平医院 〒703-8278 086-272-1372氏平　徹 氏平　徹 平27. 6. 1内   診療所
     岡山市中区古京町１－５－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575012,334,8 腎・泌尿器科　西川原〒703-8258 086-201-2348藤田　竜二 藤田　竜二 平27. 8. 1ひ   診療所
     クリニック 岡山市中区西川原７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576012,335,5 たつみ内科クリニック〒700-0976 086-246-6500髙畑　統臣 髙畑　統臣 平27. 8. 8内   呼内 診療所
     岡山市北区辰巳２０番１０８ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577012,336,3 くさなぎ眼科 〒701-0212 086-282-0077草薙　聖 草薙　聖 平27. 9. 5眼   診療所
     岡山市南区内尾２８８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578012,337,1 笛木内科医院 〒701-0153 086-292-0033笛木　孝明 笛木　孝明 平27. 7.22一般 診療所
     岡山市北区庭瀬１８３ 常　勤:    1 交代     一般    19現存
     (医       1) 平27. 7.22内   心内 精  
     非常勤:    8 腎臓内科、人工
     (医       8) 透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579012,338,9 オークスマタニティク〒700-0064 086-214-1103楠目　智章 楠目　智章 平27.11. 2一般 診療所
     リニック 岡山市北区大安寺南町２丁目２番常　勤:    1 新規     一般    12現存
     ５号 (医       1) 平27.11. 2産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  580012,339,7 浅野内科医院 〒700-0816 086-225-1662則井　久尚 則井　久尚 平28. 1. 1内   リウ 診療所
     岡山市北区富田町１－７－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581012,340,5 三宅医院 〒701-0204 086-282-5100三宅　貴仁 三宅　貴仁 平28. 1.19一般        19診療所
     岡山市南区大福３６９－８ 常　勤:    8 交代 産   婦   内  現存
     (医       8) 平28. 1.19小   麻   リハ
     非常勤:    4 皮   形外 美外
     (医       4) 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582012,341,3 大和診療所 〒700-0022 086-238-3355藤田　大輔 藤田　大輔 平28. 7. 1精   神内 心内診療所
     岡山市北区岩田町５－２０ 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583012,342,1 腎・泌尿器科のざきク〒704-8191 086-201-1036野﨑　邦浩 野﨑　邦浩 平28. 9. 1ひ   診療所
     リニック 岡山市東区西大寺中野９２８－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584012,343,9 ドレミシュタイナーク〒700-0023 086-234-0711松本　順正 松本　順正 平28. 8. 1心内 精   診療所
     リニック 岡山市北区駅前町２丁目４－１２常　勤:    1 交代 現存
     ベネフィットホテル岡山３号館１(医       1) 平28. 8. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585012,344,7 まるのうちクリニック〒700-0823 086-232-0005岡田　直子 岡田　直子 平28. 8. 8内   診療所
     岡山市北区丸の内１丁目１３－１常　勤:    1 移転 現存
     ４ (医       1) 平28. 8. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586012,345,4 ももスキンケアクリニ〒700-0821 086-801-0403福田　和義 福田　和義 平28.10. 3他   皮   診療所
     ック 岡山市北区中山下１－８－４５Ｎ常　勤:    2 移転 美容皮膚科 現存
     ＴＴクレド岡山ビル９階 (医       2) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587012,346,2 整形外科　ふくよしク〒702-8048 086-238-0050篠田　潤子 篠田　潤子 平28.11. 1整外 リハ 診療所
     リニック 岡山市南区福吉町１９－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  588012,347,0 青山こどもクリニック〒700-0951 086-246-3650青山　興司 青山　興司 平28.12. 1小   小外 診療所
     岡山市北区田中６２５－８ 常　勤:    2 新規 小児泌尿器科 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589012,348,8 きくち脳神経外科内科〒703-8232 086-237-8585菊池　陽一郎 菊池　陽一郎 平29. 1. 1内   外   小  診療所
     クリニック 岡山市中区関４３６－７ 常　勤:    1 新規 リハ 脳外 神内現存
     (医       1) 平29. 1. 1循   心内 
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590012,349,6 おかやま内科　糖尿病〒703-8292 086-272-1439小川　大輔 小川　大輔 平29. 4. 1内   神内 診療所
     ・健康長寿クリニック岡山市中区中納言町４－３１ 常　勤:    2 交代 糖尿病内科　腎現存
     (医       2) 平29. 4. 1臓内科　老年内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591012,350,4 中村小児科 〒703-8235 086-273-2301中村　誠 中村　誠 平29. 8. 1小   診療所
     岡山市中区原尾島１－３－１５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592012,351,2 ルスコ　クリニック 〒700-0064 086-201-0631高井　研一 高井　研一 平29. 9. 1内   心外 リハ診療所
     岡山市北区大安寺南町一丁目７番常　勤:    2 移転 循環器内科 現存
     ３３号 (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593012,352,0 宇野診療所 〒704-8112 086-943-2410宇野　浩正 宇野　浩正 平29.11. 1皮   アレ ひ  診療所
     岡山市東区西大寺上２－８－４５常　勤:    1 交代 内   耳い 現存
     －１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594012,353,8 水之手診療所 〒700-0824 086-226-1136尾上　太一 尾上　太一 平30. 1. 1心内 精   診療所
     岡山市北区内山下２丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号　小山ビル２階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595012,354,6 もりもと内科医院 〒702-8021 086-264-2000森本　尚孝 森本　尚孝 平30. 2. 1内   診療所
     岡山市南区福田２２９－５ 常　勤:    1 新規 腎臓内科　内分現存
     (医       1) 平30. 2. 1泌代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596012,355,3 表町診療所 〒700-0823 086-233-0012菊池　宏 菊池　宏 平30. 1. 4内   呼内 診療所
     岡山市北区丸の内１－１１－１４常　勤:    1 交代 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  597012,356,1 えたに耳鼻咽喉科クリ〒700-0977 086-250-0300江谷　勉 江谷　勉 平30. 2. 1耳い アレ 診療所
     ニック 岡山市北区問屋町２１－１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598012,357,9 すくすくクリニック 〒700-0822 086-230-1218國末　景子 國末　景子 平30. 3. 1他   小   診療所
     岡山市北区表町３丁目１７－２５常　勤:    1 新規 小児精神科（主現存
     　ハイストップ表町１０１号 (医       1) 平30. 3. 1たる診療科＝他
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599012,358,7 那須医院 〒702-8005 086-276-6800那須　祥恵 那須　祥恵 平30. 3. 1内   整外 リハ診療所
     岡山市中区江崎７００－１ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600012,359,5 おか皮膚科クリニック〒700-0977 086-230-6612岡　栄二郎 岡　栄二郎 平30. 4. 1皮   アレ 診療所
     岡山市北区問屋町２１－１０４ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601012,360,3 すずらんクリニック 〒700-0803 086-230-1005本田　輝行 本田　輝行 平30. 5. 1他   精   心内診療所
     岡山市北区北方２丁目８－２５ 常　勤:    1 新規 児童精神科（主現存
     (医       1) 平30. 5. 1たる診療科＝他
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602012,361,1 よだクリニック 〒702-8027 086-245-1187與田　茂利 與田　茂利 平30. 5. 1耳い 内   診療所
     岡山市南区芳泉２丁目１７－２３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603012,362,9 ふじわらクリニック　〒700-0907 086-233-5077藤原　倫洋 藤原　倫洋 平30. 6. 1精   心内 診療所
     精神科・心療内科 岡山市北区下石井２－１－１０　常　勤:    1 新規 現存
     ＫＥビル４０３号室 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604020,236,5 岡田内科小児科医院 〒712-8001 086-444-3327岡田　博行 岡田　博行 昭44. 7. 1内   小   診療所
     倉敷市連島町西之浦９４７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605020,247,2 守屋内科小児科医院 〒710-0847 086-424-6559守屋　純一郎 守屋　純一郎 昭45. 5. 1内   胃   循  診療所
     倉敷市東富井８５９－１ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606020,314,0 黄産婦人科医院 〒710-0038 086-425-6200清水　俊輝 清水　俊輝 昭49.10. 1一般    診療所
     倉敷市新田２３８６－１２ 常　勤:    1 内   小   産  現存
     (医       1) 平28.10. 1婦   
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  607020,318,1 石川産婦人科医院 〒712-8012 086-448-1755石川　紘 石川　紘 昭50. 5. 1一般         6診療所
     倉敷市連島５－６－４５ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608020,320,7 渡部医院 〒710-1101 086-428-0113渡部　寛 渡部　寛 昭50. 6. 1内   胃   小  診療所
     倉敷市茶屋町７２８ 常　勤:    2 放   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609020,325,6 原医院 〒712-8053 086-455-7060原　昭則 原　昭則 昭51. 2. 1一般         8診療所
     倉敷市呼松３－２－１ 常　勤:    2 内   小   放  現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610020,328,0 ヤスハラ医院 〒713-8122 086-526-8155安原　尚藏 安原　尚藏 昭51. 9. 1内   診療所
     倉敷市玉島中央町１－６－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611020,337,1 妹尾耳鼻咽喉科医院 〒711-0903 086-477-8100妹尾　一信 妹尾　一信 昭52. 6. 1耳い 診療所
     倉敷市児島田の口３１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612020,342,1 天寿堂　林医院 〒710-0132 086-428-1036林　建彦 林　建彦 昭52.10. 1内   放   診療所
     倉敷市藤戸町天城５６８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613020,349,6 広瀬胃腸科外科医院 〒710-0031 086-428-6222広瀬　正明 広瀬　正明 昭53. 6. 1一般        19診療所
     倉敷市有城４９８－５ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平29. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614020,352,0 姫井内科胃腸科医院 〒711-0903 086-477-6003姫井　治美 姫井　治美 昭53.11. 1内   胃   診療所
     倉敷市児島田の口４－２－４１ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615020,363,7 寺坂内科医院 〒710-0053 086-422-6111寺坂　俊明 寺坂　俊明 昭54. 7. 1内   診療所
     倉敷市東町４－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616020,381,9 笹沖赤松眼科医院 〒710-0834 086-426-7547赤松　義之 赤松　義之 昭56. 3. 1眼   診療所
     倉敷市笹沖３９０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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  617020,398,3 陽森堂宮尾整形外科医〒713-8113 086-526-5558宮尾　俊行 宮尾　俊行 昭57. 4. 1整外 診療所
     院 倉敷市玉島八島１８０８の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618020,405,6 岡野小児科医院 〒701-0111 086-462-5783岡野　晴光 岡野　晴光 昭57.11. 1内   小   診療所
     倉敷市上東１１００－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619020,414,8 津田眼科医院 〒710-0055 086-425-6113津田　和良 津田　和良 昭59. 4. 1眼   診療所
     倉敷市阿知３－２１－９倉敷平和常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620020,425,4 諏訪眼科医院 〒710-0816 086-422-1581諏訪　幸子 諏訪　幸子 昭61. 5. 8眼   診療所
     倉敷市八王寺町２６８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621020,427,0 西沢医院 〒710-0052 086-421-2438西澤　啓 西澤　啓 昭61. 7. 1一般        14診療所
     倉敷市美和１丁目１２番８号 常　勤:    1 産   婦   小  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622020,441,1 植田医院 〒713-8114 086-526-2235植田　修 植田　修 昭63. 3. 1内   胃   診療所
     倉敷市玉島道越２７１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623020,443,7 辻眼科内科 〒712-8025 086-446-2110辻　俊彦 辻　俊彦 昭63. 4. 1眼   内   診療所
     倉敷市水島南春日町３－１５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624020,447,8 小山耳鼻咽喉科医院 〒710-0833 086-421-1187小山　恵三 小山　恵三 昭63. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     倉敷市西中新田２０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625020,450,2 藤沢脳神経外科病院 〒713-8125 086-528-3111藤沢　洋之 藤沢　洋之 昭63. 6. 1一般        30病院
     倉敷市玉島勇崎５８７ 常　勤:    3 脳外 神内 リハ現存
     (医       2) 平30. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626020,451,0 藤野内科循環器科医院〒710-0061 086-426-1143藤野　俊夫 藤野　俊夫 昭63. 7. 1内   循   診療所
     倉敷市浜ノ茶屋１－１６２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 7. 1



 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［岡山県］

［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    72 頁

  627020,461,9 吉川整形外科医院 〒710-0042 086-427-6036吉川　幸次郎 吉川　幸次郎 平元. 9. 1一般    診療所
     倉敷市二日市２９４－２ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628020,465,0 内藤耳鼻咽喉科医院 〒712-8034 086-444-8091内藤　正之 内藤　正之 平元.11. 1耳い 診療所
     倉敷市水島西栄町１２－１０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629020,483,3 笹沖医院 〒710-0834 086-423-0701氏平　勝三 氏平　勝三 平 3. 6. 1内   外   胃  診療所
     倉敷市笹沖３９０－１ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630020,486,6 斎藤医院 〒710-0804 086-466-3177斎藤　典章 斎藤　典章 平 3.10. 1一般         2診療所
     倉敷市西阿知町新田小溝５５２－常　勤:    2 内   ひ   皮  現存
     １ (医       2) 平24.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631020,491,6 山口眼科医院 〒710-0844 086-423-1010山口　玲 山口　玲 平 3.12. 1眼   診療所
     倉敷市福井４６－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632020,494,0 石医院 〒713-8122 086-522-3458石　幸雄 石　幸雄 平 4. 3.19皮   ひ   眼  診療所
     倉敷市玉島中央町２丁目６－１２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633020,495,7 平松眼科医院 〒710-0837 086-434-0034平松　美佐子 平松　美佐子 平 4. 6. 1眼   診療所
     倉敷市沖新町９０－１　大高ビル常　勤:    1 現存
     １Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634020,497,3 当真内科医院 〒713-8113 086-525-2800当真　純二 当真　純二 平 4.10. 1内   胃   リハ診療所
     倉敷市玉島八島６１７－４ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635020,498,1 びとう整形外科内科医〒712-8012 086-444-0333美藤　馨 美藤　馨 平 4.10. 1内   整外 リハ診療所
     院 倉敷市連島４丁目２－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636020,499,9 はやし眼科 〒710-0816 086-434-0110林　伸雄 林　伸雄 平 5. 1. 1眼   診療所
     倉敷市八王寺町２０４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637020,500,4 かどのこどもクリニッ〒710-0842 086-424-0018門野　勉 門野　勉 平 5. 3. 1内   小   皮  診療所
     ク 倉敷市吉岡５００－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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  638020,508,7 サンシャイン中村内科〒710-0802 086-466-3300中村　正義 中村　正義 平 6. 3. 1内   循   小  診療所
     クリニック 倉敷市水江１４１４の１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639020,510,3 守屋おさむクリニック〒713-8103 086-522-6131守屋　修 守屋　修 平 6. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     倉敷市玉島乙島９３２－４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640020,512,9 やまだ内科クリニック〒710-0802 086-466-6880山田　斉 山田　斉 平 6. 5. 1内   循   小  診療所
     倉敷市水江１５９４－５６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641020,513,7 平野皮膚科医院 〒710-0131 086-428-8950平野　紀子 平野　紀子 平 6. 5. 1皮   診療所
     倉敷市天城台４－７－２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642020,514,5 兵耳鼻咽喉科医院 〒701-0111 086-463-0333兵　行孝 兵　行孝 平 6. 9. 1耳い 気食 診療所
     倉敷市上東６６０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643020,517,8 たかはし医院 〒713-8103 086-522-4410畑中　裕司 畑中　裕司 平 6. 9. 8内   小   診療所
     倉敷市玉島乙島４４２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644020,519,4 八王寺内科クリニック〒710-0816 086-427-7800壷井　圭一 壷井　圭一 平 7. 1. 1内   他   呼内診療所
     倉敷市八王寺町１７４－７ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28. 1. 1消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645020,523,6 くさか整形外科 〒701-0111 086-463-6188日下　純一 日下　純一 平 7. 5. 1整外 リハ 皮  診療所
     倉敷市上東４９４－１ 常　勤:    1 リウ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646020,525,1 どうみょう医院 〒710-0826 086-427-3600道明　道弘 道明　道弘 平 7. 7. 1内   リハ 消  診療所
     倉敷市老松町５丁目５８９－１ 常　勤:    1 循   呼   小  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647020,527,7 吉澤医院 〒712-8002 086-444-9316吉澤　順一 吉澤　順一 平 7. 8. 1内   外   胃  診療所
     倉敷市連島町亀島新田４６８－２常　勤:    1 循   こう リハ現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  648020,529,3 荒木クリニック 〒710-0834 086-424-1713荒木　一博 荒木　一博 平 8. 4. 1内   外   胃  診療所
     倉敷市笹沖４７４－４ 常　勤:    1 交代 循   リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649020,531,9 吉田医院 〒710-0062 086-422-1133吉田　修三 吉田　修三 平 8. 7. 1内   皮   ひ  診療所
     倉敷市浜町２－９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650020,532,7 山田整形外科 〒710-0842 086-421-0503山田　明彦 山田　明彦 平 8. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     倉敷市吉岡５６１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651020,534,3 よしの医院 〒710-0016 086-462-5111芳野　健 芳野　健 平 9. 1. 1内   循   消  診療所
     倉敷市中庄７１５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652020,535,0 わきや内科クリニック〒710-0834 086-421-5547脇谷　勇夫 脇谷　勇夫 平 9. 4. 1内   胃   放  診療所
     倉敷市笹沖６０８－３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653020,538,4 倉敷鶴形クリニック 〒710-0056 086-430-2020西川　浩 西川　浩 平 9. 7. 1精   神   内  診療所
     倉敷市鶴形１丁目４－４－１０６常　勤:    1 新規 心内 現存
     ・１０７ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654020,539,2 井上クリニック 〒713-8101 086-525-8600井上　裕昭 井上　裕昭 平 9. 7. 1循   麻   内  診療所
     倉敷市玉島上成鉾島前５３８－１常　勤:    2 新規 現存
     ５ (医       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655020,541,8 圓クリニィク 〒701-0114 086-462-1116渡部　多聞 渡部　多聞 平 9. 9.19内   小   心内診療所
     倉敷市松島１０８２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656020,543,4 善家循環器科・内科医〒710-1101 086-420-0255善家　正昭 善家　正昭 平10. 2. 1内   放   他  診療所
     院 倉敷市茶屋町４９７－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657020,546,7 大滝眼科 〒711-0903 086-477-8800杉江　千秋 杉江　千秋 平10. 4. 1眼   診療所
     倉敷市児島田の口７丁目６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658020,549,1 羽島こども診療所 〒710-0043 086-424-3937槇　明子 槇　明子 平10.10. 1小   内   アレ診療所
     倉敷市羽島１９９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  659020,560,8 仁科小児科内科医院 〒713-8121 086-522-5125仁科　晃 仁科　晃 平11.12.26小   内   アレ診療所
     倉敷市玉島阿賀崎９４５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平29.12.26
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660020,561,6 よこえ眼科 〒710-0813 086-423-5611横江　志保 横江　志保 平12. 6. 1眼   診療所
     倉敷市寿町１０－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661020,564,0 安住クリニック 〒710-0014 086-464-6622安住　敏雄 安住　敏雄 平13. 3. 1内   神内 診療所
     倉敷市黒崎２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662020,571,5 田宮眼科医院 〒710-0048 086-424-3808田宮　良司 田宮　良司 平14. 3. 1眼   診療所
     倉敷市福島６９０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663020,572,3 たけだ小児科 〒710-0047 086-427-5553武田　修明 武田　修明 平14. 4. 1小   診療所
     倉敷市大島３６４－１　オアシス常　勤:    1 新規 現存
     六番館 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664020,574,9 すばるクリニック 〒710-0253 086-525-8699伊丹　仁朗 伊丹　仁朗 平14. 8. 1心内 アレ 精  診療所
     倉敷市新倉敷駅前２－２９ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665020,576,4 すがた脳神経外科・内〒710-0833 086-430-4114須方　肇 須方　肇 平14.11. 1脳外 内   リハ診療所
     科クリニック 倉敷市西中新田３１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666020,577,2 児島マリンクリニック〒711-0923 086-474-0333洲脇　貴浩 洲脇　貴浩 平14.12. 1内   眼   診療所
     倉敷市児島阿津１丁目７－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667020,578,0 はらもと内科皮膚科ク〒710-0807 086-460-1177原本　俊則 原本　俊則 平15. 2. 1内   小   皮  診療所
     リニック 倉敷市西阿知町５６６－１ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668020,580,6 もりたクリニック 〒710-0056 086-435-6611森田　恭平 森田　恭平 平15. 4. 1精   神   心内診療所
     倉敷市鶴形１－３－３　小原ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  669020,585,5 ささき耳鼻咽喉科 〒710-0803 086-460-3317笹木　收 笹木　收 平15. 7. 1耳い 診療所
     倉敷市中島３０１１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670020,586,3 はまむらクリニック 〒711-0911 086-470-0580濵村　貴史 濵村　貴史 平15.10. 1精   神   心内診療所
     倉敷市児島小川５－１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671020,593,9 山川医院 〒710-0826 086-425-0876山本　公子 山本　公子 平16. 9.19精   神   心内診療所
     倉敷市老松町３－１３－２５ 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平28. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672020,598,8 早沖診療所 〒710-1102 086-428-7100古池　幸司 古池　幸司 平17. 2. 1内   胃   外  診療所
     倉敷市茶屋町早沖１３３０－２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673020,599,6 腎・泌尿器科くにとみ〒710-0842 086-426-9213國富　公人 國富　公人 平17. 3. 1ひ   診療所
     医院 倉敷市吉岡１１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674020,601,0 佐藤皮膚科 〒710-0023 086-420-2066佐藤　淳 佐藤　淳 平17. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     倉敷市帯高５４０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675020,602,8 佐藤眼科 〒710-0023 086-420-2227佐藤　由希子 佐藤　由希子 平17. 4. 1眼   診療所
     倉敷市帯高５４０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676020,603,6 にしあちファミリーク〒710-0807 086-460-3880木村　高博 木村　高博 平17. 6. 1内   ひ   診療所
     リニック 倉敷市西阿知町１２５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677020,604,4 こてら眼科 〒710-8560 086-430-5007小寺　裕之 小寺　裕之 平17.10. 1眼   診療所
     倉敷市水江１番地　イオン倉敷シ常　勤:    1 新規 現存
     ョッピングセンタ－２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678020,606,9 倉敷ウエストサイドク〒710-0804 086-465-5118若林　肇 若林　肇 平17.11. 1内   消   循  診療所
     リニック 倉敷市西阿知町新田６ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679020,610,1 倉橋皮フ科クリニック〒710-0824 086-434-4112倉橋　克文 倉橋　克文 平18. 4. 1皮   診療所
     倉敷市白楽町１５０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  680020,613,5 あさはら眼科 〒710-0253 086-436-7788淺原　貴志 淺原　貴志 平18. 8. 1眼   診療所
     倉敷市新倉敷駅前３－１３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681020,616,8 はりがや小児科 〒710-0802 086-460-0025針谷　秀和 針谷　秀和 平18.12. 1精   小   心内診療所
     倉敷市水江１５９９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682020,617,6 ほう皮フ科クリニック〒710-0061 086-426-1210許　郁江 許　郁江 平19. 4. 1皮   アレ 他  診療所
     倉敷市浜ノ茶屋３１２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683020,619,2 茶屋町駅前クリニック〒710-1101 086-420-0007石原　勝 石原　勝 平19. 8. 1内   皮   ひ  診療所
     倉敷市茶屋町２３３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684020,621,8 かねまつ小児科 〒710-0837 086-421-5665兼松　洋 兼松　洋 平20. 2. 1小   診療所
     倉敷市沖新町９２－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685020,626,7 きたの内科クリニック〒710-0016 086-423-1114北野　裕一 北野　裕一 平20. 8. 1内   小   他  診療所
     倉敷市中庄１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686020,628,3 やまじクリニック 〒701-0104 086-464-0802小野　正博 小野　正博 平20.11. 1内   診療所
     倉敷市山地５７－３ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687020,632,5 みずしま検診クリニッ〒712-8066 086-441-0160森野　靖雄 森野　靖雄 平21. 4. 1放   内   診療所
     ク 倉敷市水島高砂町５－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688020,640,8 松田外科胃腸科医院 〒711-0906 086-472-7383古屋　泰雄 古屋　泰雄 平22. 1.27外   整外 眼  診療所
     倉敷市児島下の町９－１１－３０常　勤:    1 新規 ひ   放   リハ現存
     (医       1) 平28. 1.27内   皮   他  
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689020,641,6 天城日曜診療所 〒710-0132 086-441-2135仙田　尚人 仙田　尚人 平22. 5.16内   診療所
     倉敷市藤戸町天城９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.16
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  690020,642,4 浅野クリニック 〒710-0051 086-422-1207浅野　弘孝 浅野　弘孝 平22. 6. 1外   リハ 他  診療所
     倉敷市幸町８－２７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691020,647,3 まつやま内科クリニッ〒710-0003 086-422-1177松山　文男 松山　文男 平22.11. 1内   他   診療所
     ク 倉敷市平田４０３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692020,649,9 おびえ皮膚科 〒710-0026 086-441-7568延藤　俊子 延藤　俊子 平24. 4. 1皮   診療所
     倉敷市加須山２５２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693020,651,5 まくらぎクリニック 〒710-0055 086-441-5020小野　陽一 小野　陽一 平24.10. 1心内 精   診療所
     倉敷市阿知１－８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694020,652,3 はやし内科 〒710-0056 086-441-8849林　秀彦 林　秀彦 平24.11. 1内   診療所
     倉敷市鶴形１－１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695020,653,1 坂本整形外科クリニッ〒710-0824 086-421-5252坂本　啓 坂本　啓 平25. 5. 7整外 リハ 診療所
     ク 倉敷市白楽町１７４－１　 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696020,654,9 えぐち耳鼻咽喉科 〒712-8032 086-455-3387江口　元治 江口　元治 平25.11. 1耳い 診療所
     倉敷市北畝７丁目３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697020,656,4 吾郷エイジングクリニ〒710-0057 086-425-8585吾郷　菊人 吾郷　菊人 平26. 2. 1美外 形外 診療所
     ック 倉敷市昭和２丁目１－１ホワイト常　勤:    1 新規 現存
     スクエア４階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698020,658,0 おかもと内科クリニッ〒710-0802 086-441-1080岡本　誠 岡本　誠 平26. 4. 1内   アレ 他  診療所
     ク 倉敷市水江１０２９－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科、呼現存
     (医       1) 平26. 4. 1吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  699020,659,8 楯築診療所 〒710-0016 086-441-9475藤田　健三 藤田　健三 平26. 4. 1精   心内 診療所
     倉敷市中庄３２０６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700020,661,4 ふちもとクリニック 〒710-0051 086-434-0088淵本　倫久 淵本　倫久 平26.12. 1他   内   診療所
     倉敷市幸町５－４１ 常　勤:    1 新規 肛門外科、消化現存
     (医       1) 平26.12. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701020,662,2 松原耳鼻咽喉科医院 〒710-0055 086-422-1014松原　弘 松原　弘 平27. 1. 1耳い アレ 診療所
     倉敷市阿知１丁目１６－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702020,663,0 片山内科クリニック 〒710-0813 086-422-0753片山　禎夫 片山　禎夫 平27. 4. 1神内 内   診療所
     倉敷市寿町１－２６　マツダパー常　勤:    1 新規 現存
     キングビル１Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703020,664,8 小河原耳鼻咽喉科 〒711-0936 086-470-6600小河原　悠哉 小河原　悠哉 平27. 7. 1耳い 診療所
     倉敷市児島柳田町５９８－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704020,665,5 じょう泌尿器科クリニ〒701-0114 086-461-1688常　義政 常　義政 平27. 9. 1ひ   診療所
     ック 倉敷市松島１１５４－２マルナカ常　勤:    1 新規 現存
     マスカット店ドーム棟２Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705020,666,3 帯江眼科医院 〒710-0026 086-429-0391延藤　文子 延藤　文子 平27. 9. 1眼   診療所
     倉敷市加須山２５６－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706020,667,1 おおしも内科 〒712-8051 086-476-2630大下　恭弘 大下　恭弘 平27.10. 1内   ひ   診療所
     倉敷市中畝２丁目８番２１号 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707020,668,9 山田皮膚科 〒712-8051 086-476-2620大下　敦子 大下　敦子 平27.10. 1皮   アレ 診療所
     倉敷市中畝２丁目８番２１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  708020,669,7 平松整形外科医院 〒710-1306 086-698-4621平松　久和 平松　久和 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     倉敷市真備町有井１５５７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709020,670,5 倉敷眼科 〒710-0813 086-434-1333近澤　庸平 近澤　庸平 平28. 4. 1眼   診療所
     倉敷市寿町１２番２号アリオ倉敷常　勤:    1 交代 現存
     ＳＣ１階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710020,671,3 白髪胃腸科内科小児科〒712-8032 086-455-5472白髪　宏司 白髪　宏司 平28. 3.17内   小   診療所
     倉敷市北畝２丁目１０番２０号 常　勤:    1 交代 胃腸内科 現存
     (医       1) 平28. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711020,672,1 なごみクリニック 〒710-0253 086-441-1753鎌田　豪介 鎌田　豪介 平28. 6. 1心内 精   診療所
     倉敷市新倉敷駅前５丁目２２０番常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712020,673,9 原内科クリニック 〒710-0055 086-422-7105原　由香 原　由香 平28. 6. 1内   放   小  診療所
     倉敷市阿知３丁目１６－４ 常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713020,674,7 Ｍクリニック耳鼻咽喉〒701-0115 086-462-8051渡邉　英彦 渡邉　英彦 平28.11. 1耳い 診療所
     科 倉敷市二子２０５番５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714020,676,2 さくらストレスケアク〒710-0253 086-486-3933原田　智子 原田　智子 平29. 4. 1精   心内 診療所
     リニック 倉敷市新倉敷駅前１丁目３－１新常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     倉敷ＭＮビル３階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715020,677,0 ながしま形成外科クリ〒701-0114 086-463-1010長島　史明 長島　史明 平29. 4. 1形外 美外 皮  診療所
     ニック 倉敷市松島１１５４－２マルナカ常　勤:    1 新規 現存
     マスカット店　ドーム棟１階 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716020,678,8 茶屋町在宅診療所 〒710-1101 086-429-0033亀山　有香 亀山　有香 平29. 4. 1内   精   診療所
     倉敷市茶屋町３６０－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  717020,679,6 国定内科医院 〒710-0027 086-454-6050國定　浩一 國定　浩一 平29. 5.12内   呼内 診療所
     倉敷市西田４０２－４ 常　勤:    1 新規 血液内科 現存
     (医       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718020,680,4 三浦皮膚科医院 〒710-0055 086-424-3938三浦　由宏 三浦　由宏 平29. 7. 1皮   診療所
     倉敷市阿知３－２２－１３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719020,681,2 みつおかクリニック 〒713-8122 086-523-2220光岡　直志 光岡　直志 平29. 8. 3内   外   麻  診療所
     倉敷市玉島中央町２丁目５－３－常　勤:    1 新規 消化器内科　内現存
     １ (医       1) 平29. 8. 3視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720020,682,0 たち耳鼻咽喉科 〒710-0837 086-422-3387舘　俊廣 舘　俊廣 平29.10. 1耳い 診療所
     倉敷市沖新町２の７　ピアチェー常　勤:    1 新規 現存
     レ　１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721020,683,8 末長整形外科医院 〒712-8033 086-446-1530末長　敢 末長　敢 平30. 1. 1整外 診療所
     倉敷市水島東栄町９番６号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722020,684,6 あかつか眼科クリニッ〒710-0834 086-441-4660赤塚　俊文 赤塚　俊文 平30. 2. 1眼   診療所
     ク 倉敷市笹沖１３２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723020,685,3 たけだクリニック 〒712-8006 086-440-0022武田　正章 武田　正章 平30. 5. 1内   整外 リハ診療所
     倉敷市連島町鶴新田１７３０－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724020,686,1 森整形外科リハビリク〒701-0114 086-464-4976森　啓弥 森　啓弥 平30. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 倉敷市松島１１００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725020,687,9 もり小児科・耳鼻咽喉〒701-0114 086-463-3387森　幸威 森　幸威 平30. 6. 1耳い 小   診療所
     科クリニック 倉敷市松島１１００－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726020,688,7 山本内科 〒710-0835 086-422-2773山本　雅敏 山本　雅敏 平30. 5. 1内   小   診療所
     倉敷市四十瀬２５９ 常　勤:    1 交代 胃腸内科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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    82 頁

  727021,001,2 公益財団法人大原記念〒710-0052 086-422-0210公益財団法人　大原記山形　専 平 5.10. 1一般     1,151病院
     (025,001,4) 倉敷中央医療機構　倉倉敷市美和１丁目１番１号 常　勤:  514念倉敷中央医療機構　 一般（感染） 現存
     敷中央病院 (医     431)理事長　大原　謙一郎 平29.10. 1            10
     (歯       5) 精神         5
     (薬      78) 内   精   小  
     非常勤:   60 外   整外 脳外
     (医      60) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   形外 心外
     呼外 歯   矯歯
     小歯 歯外 小外
     リハ 美外 リウ
     他   呼内 病理
     放射線診断科放
     射線治療科、緩
     和ケア外科、臨
     床検査科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728021,014,5 医療法人創和会　しげ〒710-0051 086-422-3655医療法人創和会　理事重井　文博 昭33. 4. 1一般 病院
     い病院 倉敷市幸町２番３０号 常　勤:   23長　重井　文博     一般   106現存
     (医      18) 平30. 4. 1療養
     (薬       5)     療養   150
     非常勤:   27 内   呼内 神内
     (医      27) 放   外   脳外
     整外 心外 リハ
     皮   
     循環器内科、消
     化器内科、糖尿
     病内科、腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729021,018,6 水島中央病院 〒712-8064 086-444-3311社会医療法人　水和会松尾　龍一 昭37. 1. 1一般 病院
     (025,018,8) 倉敷市水島青葉町４番５号 常　勤:   29　理事長　加原　尚明     一般   155現存
     (医      22) 平28. 1. 1内   神内 小  
     (歯       1) 外   整外 脳外
     (薬       6) 皮   ひ   眼  
     非常勤:   50 放   リハ 麻  
     (医      49) 歯   アレ 呼内
     (歯       1) 形外 
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  730021,021,0 医療法人水清会　水島〒712-8061 086-444-5333医療法人水清会　水島田辺　耕三 昭38.11. 1一般 病院
     (025,021,2) 第一病院 倉敷市神田２丁目３－３３ 常　勤:   16第一病院　理事長　平     一般   120現存
     (医      14)木　章夫 平29.11. 1療養
     (薬       2)     療養    41
     非常勤:   18 療養
     (医      15)     療養    38
     (歯       3) 内   外   呼内
     整外 脳外 形外
     婦   リハ 皮  
     歯   アレ 歯外
     放   他   
     消化器外科、循
     環器内科、肛門
     外科、消化器内
     科他２科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731021,030,1 倉敷シテイ病院 〒711-0923 086-472-7111医療法人協愛会　理事東　俊宏 昭32. 6. 1一般        45病院
     倉敷市児島阿津２丁目７－５３ 常　勤:    6長　神原　俊介 療養        35現存
     (医       4) 平29. 6. 1内   呼   消  
     (薬       2) 循   リハ 眼  
     非常勤:   17 皮   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732021,036,8 玉島病院 〒713-8103 086-522-4141公益財団法人弘仁会　瀬崎　宏之 昭32.10. 1療養        60病院
     (025,036,0) 倉敷市玉島乙島４０３０番地 常　勤:    8代表理事　瀬崎　宏之 療養       106現存
     (医       5) 平29.10. 1内   呼   胃  
     (歯       1) 小   外   整外
     (薬       2) 脳外 皮   神内
     非常勤:   14 産婦 眼   耳い
     (医      13) 放   麻   歯  
     (歯       1) 循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733021,041,8 医療法人誠和会　倉敷〒710-0803 086-465-0011医療法人誠和会　理事小出　尚志 昭43. 7. 1一般 病院
     紀念病院 倉敷市中島８３１番地 常　勤:   24長　小出　尚志     一般    98現存
     (医      18) 平28. 7. 1療養
     (薬       6)     療養    96
     非常勤:   23 内   神内 外  
     (医      23) 整外 脳外 皮  
     ひ   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     呼吸器内科、循
     環器内科、消化
     器内科、糖尿病
     内科
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  734021,051,7 倉敷成人病センター 〒710-0824 086-422-2111一般財団法人　倉敷成安藤　正明 昭46. 8. 2一般 病院
     倉敷市白楽町広堀２５０番地 常　勤:   75人病センター　代表理     一般   269現存
     (医      65)事　髙本　均 平28. 8. 2内   小   外  
     (薬      10) ひ   産   眼  
     非常勤:   36 放   麻   リウ
     (医      36) 皮   婦   整外
     他   呼外 呼内
     病理 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735021,060,8 川崎医科大学附属病院〒701-0192 086-462-1111学校法人川崎学園　理園尾　博司 昭60.10. 1一般 特定機能
     (025,060,0) 倉敷市松島５７７番地 常　勤:  480事長　川﨑　誠治     一般 1,154病院
     (医     437) 平24.10. 1精神        28現存
     (歯       3) 内   精   神内
     (薬      40) 小   外   整外
     非常勤:  124 脳外 皮   ひ  
     (医     119) 産婦 眼   耳い
     (歯       4) リハ 放   麻  
     (薬       1) リウ 呼外 小外
     歯   矯歯 歯外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736021,064,0 医療法人鷲風会　下津〒711-0926 086-479-9494医療法人鷲風会　平木余財　伸一 昭57. 2. 1療養 病院
     井病院 倉敷市下津井吹上２丁目６番４号常　勤:    2　章夫     療養    60現存
     (医       2) 平30. 2. 1内   放   リハ
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737021,072,3 医療法人社団五聖会　〒711-0906 086-472-7557医療法人社団五聖会　山崎　泰弘 昭60. 1. 1一般        49病院
     児島聖康病院 倉敷市児島下の町１０丁目３７４常　勤:    6理事長　山崎　泰弘 療養        43現存
     番地 (医       4) 平30. 1. 1胃   外   整外
     (薬       2) こう リハ 放  
     非常勤:    9 内   ひ   皮  
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738021,073,1 水島南診療所 〒712-8057 086-444-9305倉敷医療生活協同組合前　律夫 昭60.10. 1内   呼   診療所
     倉敷市水島東千鳥町２－１０－１常　勤:    2　代表理事　谷　謙一 現存
     ０９ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  739021,074,9 総合病院　水島協同病〒712-8025 086-444-3211倉敷医療生活協同組合里見　和彦 昭60.11. 1一般 病院
     院 倉敷市水島南春日町１番１号 常　勤:   38　代表理事　谷　謙一     一般   282現存
     (医      30) 平24.11. 1内   精   小  
     (薬       8) 外   整外 脳外
     非常勤:   22 産婦 ひ   眼  
     (医      21) 耳い 皮   放  
     (薬       1) 神内 リウ リハ
     麻   他   
     乳腺外科、総合
     診療科、糖尿病
     ・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740021,075,6 医療法人天和会　松田〒710-0056 086-422-3550医療法人　天和会　理松田　忠和 昭61.12. 1一般        97病院
     病院 倉敷市鶴形１丁目３番１０号 常　勤:   10事長　松田　忠和 療養        38現存
     (医       9) 平28.12. 1内   胃   外  
     (薬       1) 整外 脳外 ひ  
     非常勤:   16 麻   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741021,081,4 倉敷神経科病院 〒710-0007 086-462-1800医療法人三十会　理事森定　ゆみ 昭62. 8. 1精神       180病院
     倉敷市浅原４００番地 常　勤:    4長　森定　ゆみ 内   精   神  現存
     (医       3) 平29. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742021,082,2 倉敷平成病院 〒710-0826 086-427-1111社会医療法人全仁会　髙尾　芳樹 昭63. 1. 1一般       220病院
     (025,082,4) 倉敷市老松町４丁目３－３８ 常　勤:   34理事長　高尾　聡一郎 脳外 内   外  現存
     (医      28) 平30. 1. 1整外 放   リハ
     (歯       1) 耳い 眼   皮  
     (薬       5) 歯   麻   呼内
     非常勤:   76 婦   形外 美外
     (医      73) 消化器内科　循
     (歯       3) 環器内科　乳腺
     外科　漢方内科
     　他２科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743021,084,8 医療法人社団聖約会　〒711-0921 72-2039 医療法人社団聖約会　渡辺　英臣 昭63. 8. 1一般         9診療所
     佐藤眼科医院 倉敷市児島駅前１丁目８８ 常　勤:    2佐藤眼科医院　理事長 眼   現存
     (医       2)　渡辺　英臣 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
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  744021,085,5 医療法人恵和会　田嶋〒711-0936 086-474-3310医療法人恵和会　理事田嶋　憲一 昭64. 1. 1一般         1診療所
     内科 倉敷市児島柳田町８６２ 常　勤:    1長　田嶋　憲一 療養        18現存
     (医       1) 平28. 1. 1内   小   循  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745021,086,3 医療法人創生会　渡辺〒713-8101 086-525-2552医療法人創生会　理事渡辺　哲夫 平元. 6. 1一般        40病院
     胃腸科外科病院 倉敷市玉島上成５３９－５ 常　勤:    8長　渡辺　哲夫 胃   外   こう現存
     (医       6) 平28. 6. 1麻   内   
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746021,088,9 木村耳鼻咽喉科医院 〒710-0824 086-426-6060医療法人　くすの木　木村　恭子 平元. 7. 1耳い 診療所
     倉敷市白楽町５５６－１６ 常　勤:    2理事長　木村　雄介 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747021,089,7 新倉敷メディカルスク〒713-8102 086-525-5001医療法人社団河合会　河合　知則 平元. 7. 1一般        19診療所
     エア 倉敷市玉島１７１９ 常　勤:    2理事長　河合　知則 内   胃   こう現存
     (医       2) 平28. 7. 1外   皮   ひ  
     非常勤:    5 整外 リハ アレ
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748021,092,1 医療法人寿久会　西原〒711-0917 086-472-2112医療法人寿久会　理事草場　珠郁子 平元. 8. 1内   小   眼  診療所
     内科眼科医院 倉敷市児島味野上２丁目８番３５常　勤:    2長　草場　珠郁子 他   現存
     号 (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749021,093,9 医療法人　おか内科耳〒711-0937 086-472-7780医療法人　おか内科耳岡　秀行 平元. 8. 1内   消   小  診療所
     鼻科 倉敷市児島稗田町１９５７ 常　勤:    2鼻科　理事長　岡　秀 呼   アレ 耳い現存
     (医       2)行 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750021,095,4 医療法人　河野医院 〒713-8113 086-526-1188医療法人　河野医院　河野　秀哉 平元.10. 1心内 精   神  診療所
     倉敷市玉島八島４０９４－１ 理事長　河野　秀哉 現存
     平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751021,096,2 医療法人天馬会　チク〒710-0142 086-485-1755医療法人天馬会　理事瀧上　隆夫 平元.10. 1一般 病院
     バ外科胃腸科肛門科病倉敷市林２２１７ 常　勤:   10長　竹馬　彰     一般    60現存
     院 (医       8) 平28.10. 1外   胃   こう
     (薬       2) 麻   他   
     非常勤:    1 消化器外科、消
     (医       1) 化器内科（平成
     元年１０月１日
     より）
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  752021,097,0 小川内科医院 〒712-8012 086-448-5800医療法人倉敷ポプラ会小川　哲生 平元.10. 1一般         3診療所
     倉敷市連島５丁目１－３７ 常　勤:    1　理事長　小川　哲生 内   胃   小  現存
     (医       1) 平28.10. 1循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753021,098,8 医療法人勲友会　味野〒711-0921 086-472-8877医療法人勲友会　味野吉村　友江 平元.10. 1精   神   心内診療所
     医院 倉敷市児島駅前１－１０３ 常　勤:    3医院　理事長　吉村　 現存
     (医       3)友江 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754021,099,6 医療法人祥風会　山本〒710-0142 086-485-1435医療法人祥風会　山本山本　武夫 平元.10. 1一般        19診療所
     整形外科医院 倉敷市林３４８番地 常　勤:    2整形外科医院　理事長 整外 リハ リウ現存
     (医       2)　山本　武夫 平28.10. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755021,100,2 医療法人庸英会　まさ〒712-8031 086-455-9848医療法人庸英会　理事正吉　豊久 平元.10. 1内   放   小  診療所
     よし内科小児科クリニ倉敷市福田町浦田２３９１ 常　勤:    2長　正吉　豊久 現存
     ック (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756021,102,8 医療法人　田村耳鼻咽〒710-0062 086-425-0039医療法人　田村耳鼻咽田村　哲也 平元.10. 1耳い 診療所
     喉科医院 倉敷市浜町１丁目１５－３５ 常　勤:    2喉科医院　理事長　田 現存
     (医       2)村　益巳 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757021,105,1 橘産婦人科医院 〒710-0842 086-426-0381医療法人　橘産婦人科橘　洋一 平 2. 2. 1産婦 診療所
     倉敷市吉岡２７５ 常　勤:    1医院　理事長　橘　洋 現存
     (医       1)一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758021,108,5 倉敷呼吸器センター 〒710-0038 086-427-5801公益財団法人倉敷市保山田　斉 平 2. 4. 1内   診療所
     倉敷市新田２６８９番地 常　勤:    1健医療センター　理事 現存
     (医       1)長　北山　卓 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759021,111,9 医療法人恒和会　庵谷〒710-0142 086-485-0057医療法人恒和会　理事庵谷　和夫 平 2. 7. 1内   循   小  診療所
     医院 倉敷市林５１４ 常　勤:    1長　庵谷　和夫 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760021,112,7 医療法人　大島医院 〒711-0913 086-472-2369医療法人　大島医院　大島　昭夫 平 2. 7. 1耳い 診療所
     倉敷市児島味野３－４－３ 常　勤:    1理事長　大島　昭夫 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  761021,114,3 医療法人　中塚医院 〒713-8126 086-528-0051医療法人　中塚医院　中塚　繁治 平 2. 7. 1内   ひ   診療所
     倉敷市玉島黒崎３９１１－１ 常　勤:    2理事長　中塚　繁治 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762021,115,0 医療法人博美会　渡辺〒710-0833 086-422-3161医療法人博美会　渡辺渡辺　博史 平 2. 9. 1内   呼   胃  診療所
     医院 倉敷市西中新田１６ 常　勤:    1医院　理事長　渡辺　 循   アレ 小  現存
     (医       1)博史 平29. 9. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763021,118,4 医療法人清志会　もり〒713-8102 086-522-7055医療法人清志会　もり守屋　靖代 平 2. 9. 1小   診療所
     や小児科医院 倉敷市玉島１７０１－１ 常　勤:    1や小児科医院　理事長 現存
     (医       1)　守屋　靖代 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764021,119,2 医療法人桃山会　小野〒713-8113 086-525-0700医療法人桃山会　理事小野　要 平 2. 9. 1内   小   放  診療所
     内科医院 倉敷市玉島八島１７５５ 常　勤:    1長　小野　要 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765021,120,0 医療法人児島クリニッ〒711-0913 086-473-7500医療法人　児島クリニ古元　重光 平 2.10. 1内   リハ 放  診療所
     ク 倉敷市児島味野２－２－３９ 常　勤:    2ック　理事長　古元　 小   現存
     (医       2)重光 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766021,121,8 医療法人　和楽会　野〒711-0913 086-473-3356医療法人和楽会　理事野上　和加博 平 2.10. 1内   アレ リハ診療所
     上内科医院 倉敷市児島味野６丁目１－１０ 常　勤:    1長　野上　和加博 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1消化器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767021,123,4 医療法人信和会　守安〒710-0065 086-422-2511医療法人信和会　守安守安　文明 平 3. 2. 1一般        19診療所
     外科胃腸科整形外科ク倉敷市宮前３８０の６０ 常　勤:    1外科胃腸科整形外科ク 外   整外 内  現存
     リニック (医       1)リニック　理事長　守 平30. 2. 1胃   リハ 
     安　文明
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768021,124,2 医療法人　すわ内科皮〒710-0816 086-425-8008医療法人　すわ内科皮諏訪　和雄 平 3. 2. 1内   小   皮  診療所
     ふ科 倉敷市八王寺町２８７番地 常　勤:    2ふ科　理事長　諏訪　 現存
     (医       2)和雄 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769021,125,9 伊木診療所 〒710-0024 086-429-2300医療法人東山会　理事伊木　勝道 平 3. 4. 1一般        17診療所
     倉敷市亀山７７５－１ 常　勤:    3長　伊木　勝道 内   外   胃  現存
     (医       3) 平30. 4. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770021,126,7 医療法人　植村眼科医〒713-8113 086-522-2488医療法人　植村眼科医植村　庸治郎 平 3. 4. 1眼   診療所
     院 倉敷市玉島八島７０４ 常　勤:    2院　理事長　植村　庸 現存
     (医       2)治郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  771021,127,5 ヒノモト医院 〒710-0806 086-465-3211医療法人ヒノモト会　佐々木　哲朗 平 3. 4. 1内   胃   小  診療所
     倉敷市西阿知町西原７５７－１ 常　勤:    1理事長　佐々木　哲朗 休止
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772021,128,3 医療法人　たかや内科〒710-0803 086-466-0550医療法人　たかや内科高谷　泰正 平 3. 5. 1内   胃   循  診療所
     小児科 倉敷市中島２７６９－１ 常　勤:    2小児科　理事長　高谷 小   リハ リウ現存
     (医       2)　泰正 平30. 5. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773021,129,1 医療法人ひとみ会　寺〒711-0906 086-472-1600医療法人ひとみ会　寺寺谷　彰芳 平 3. 6. 1眼   診療所
     谷眼科医院 倉敷市児島下の町１０丁目８－４常　勤:    1谷眼科医院　理事長　 現存
     ５ (医       1)寺谷　彰芳 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774021,131,7 医療法人　藤田医院 〒713-8122 086-522-2009医療法人　藤田医院　藤田　洽二 平 3. 6. 1内   小   放  診療所
     倉敷市玉島中央町１－１８－２０常　勤:    1理事長　藤田　洽二 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775021,132,5 医療法人　平田内科医〒710-1101 086-429-2221医療法人　平田内科医平田　和文 平 3. 9. 1内   胃   小  診療所
     院 倉敷市茶屋町４２７－１ 常　勤:    1院　理事長　平田　和 リハ 放   現存
     (医       1)文 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776021,133,3 医療法人　正療ヒフ科〒711-0911 086-474-4434医療法人　正療ヒフ科洲脇　正雄 平 3. 9. 1皮   診療所
     クリニック 倉敷市児島小川二丁目５番４６号常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)洲脇　正雄 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777021,135,8 三宅医院 〒711-0931 0864-72-2655医療法人伯寿会　三宅三宅　八郎 平 3. 9. 1内   小   診療所
     倉敷市児島赤崎１－３－３７ 常　勤:    1医院　理事長　三宅　 現存
     (医       1)八郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778021,136,6 医療法人西松会　中畝〒712-8051 086-455-1717医療法人西松会　中畝古川　博 平 3.10. 1一般        19診療所
     医院 倉敷市中畝６丁目５番２８号 常　勤:    1医院　理事長　古川　 内   小   リハ現存
     (医       1)博 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779021,141,6 医療法人　雨宮医院 〒712-8032 086-456-2000医療法人　雨宮医院　雨宮　慎二 平 4. 7. 1内   胃   外  診療所
     倉敷市北畝４丁目１７番１２号 常　勤:    1理事長　雨宮　慎二 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780021,142,4 医療法人　堀医院 〒712-8036 086-444-8777医療法人　堀医院　理堀　典雄 平 4. 7. 1耳い 気食 アレ診療所
     倉敷市水島西弥生町７－２１ 常　勤:    2事長　堀　典雄 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781021,143,2 妹尾小児科医院 〒711-0921 086-472-6426医療法人　妹尾小児科妹尾　佳均 平 4. 7. 1小   診療所
     倉敷市児島駅前１丁目８９番地 常　勤:    1　理事長　妹尾　佳均 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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  782021,144,0 医療法人山下整形外科〒713-8102 086-525-1225医療法人山下整形外科山下　弘 平 4. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 倉敷市玉島１４０４－２２ 常　勤:    1医院　理事長　山下　 現存
     (医       1)弘 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783021,146,5 医療法人王慈会　王子〒711-0906 086-474-0111医療法人王慈会　理事胡谷　直 平 4.10. 1一般         1診療所
     脳神経外科医院 倉敷市児島下の町５－２－１７ 常　勤:    1長　胡谷　直 療養        18現存
     (医       1) 平28.10. 1脳外 内   リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784021,147,3 医療法人　守谷整形外〒713-8125 086-528-3030医療法人　守谷整形外守谷　公輔 平 4.10. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 倉敷市玉島勇崎５８５－１ 常　勤:    1科医院　理事長　守谷 現存
     (医       1)　公輔 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785021,148,1 医療法人　えんさこ医〒701-0112 086-462-0080医療法人　えんさこ医遠迫　克昭 平 4.10. 1呼   胃   循  診療所
     院 倉敷市下庄４５８番地１ 常　勤:    2院　理事長　遠迫　克 整外 外   現存
     (医       1)昭 平28.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786021,149,9 みやけ内科小児科医院〒712-8046 086-456-8000医療法人弘和会　理事三宅　弘明 平 4.10. 1一般         8診療所
     倉敷市福田町古新田８１４ 常　勤:    1長　三宅　弘明 内   消   循  現存
     (医       1) 平28.10. 1小   皮   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787021,150,7 医療法人　井上胃腸科〒712-8014 086-444-2772医療法人　井上胃腸科戸田　大作 平 5. 1. 1胃   外   整外診療所
     外科医院 倉敷市連島中央５－７－１８ 常　勤:    1外科医院　理事長　戸 こう リハ 現存
     (医       1)田　大作 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788021,151,5 医療法人　村上内科医〒710-0038 086-424-0700医療法人　村上内科医村上　幹郎 平 5. 1. 1内   診療所
     院 倉敷市新田３２１１－７ 常　勤:    1院　理事長　村上　幹 現存
     (医       1)郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789021,152,3 医療法人明風会　佐々〒710-0803 086-465-2611医療法人明風会　佐々佐々木　尚之 平 5. 1. 1内   消   循  診療所
     木内科医院 倉敷市中島２７８ 常　勤:    1木内科医院　理事長　 小   現存
     (医       1)佐々木　尚之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790021,153,1 医療法人喜養会　仁科〒710-0842 086-424-7117医療法人喜養会　仁科仁科　喜章 平 5. 2. 1内   小   リハ診療所
     内科医院 倉敷市吉岡４５２の１ 常　勤:    1内科　理事長　仁科　 放   現存
     (医       1)喜章 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791021,154,9 医療法人　児島第一診〒711-0913 086-472-2555医療法人　児島第一診難波　浩 平 5. 2. 1内   胃   外  診療所
     療所 倉敷市児島味野１丁目１４－２０常　勤:    2療所　理事長　難波　 整外 放   現存
     (医       2)浩 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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    91 頁

  792021,156,4 医療法人　沼本医院 〒711-0903 086-477-7267医療法人　沼本医院　沼本　泰行 平 5. 5. 1内   小   診療所
     倉敷市児島田の口１丁目９－１１常　勤:    1理事長　沼本　泰行 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793021,160,6 医療法人社団　江口眼〒701-0114 086-464-2288医療法人社団　江口眼江口　晃二 平 5. 8. 1眼   リハ 麻  診療所
     科クリニック 倉敷市松島１１５４－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     (医       1)　江口　晃二 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794021,163,0 医療法人仁　西原医院〒711-0906 086-472-3505医療法人仁　西原医院西原　孝雄 平 5.11. 1内   小   診療所
     倉敷市児島下の町１－１１－１４常　勤:    1　理事長　西原　孝雄 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795021,164,8 医療法人社団　古城耳〒713-8113 086-525-5125医療法人社団　古城耳古城　靖 平 5.11. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 倉敷市玉島八島７６３番地 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     (医       1)　古城　靖 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796021,165,5 医療法人高橋内科医院〒712-8043 086-455-5821医療法人　高橋内科医髙橋　喜亮 平 5.12. 1内   小   診療所
     倉敷市広江６丁目２番３号 常　勤:    1院　理事長　髙橋　喜 現存
     (医       1)亮 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797021,167,1 医療法人仁寿会　新見〒711-0937 086-474-2200医療法人仁寿会　新見新見　仁寿 平 6. 3. 1一般         9診療所
     脳神経外科医院 倉敷市児島稗田町字中不毛１８２常　勤:    1脳神経外科医院　理事 療養        10現存
     ２番地 (医       1)長　新見　仁寿 平30. 3. 1整外 脳外 リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798021,168,9 医療法人さくら会　片〒701-0112 086-463-1811医療法人さくら会　片片山　誠 平 6. 3. 1一般         9診療所
     山産婦人科クリニック倉敷市下庄５７５番地９ 常　勤:    1山産婦人科クリニック 産婦 休止
     (医       1)　理事長　片山　誠 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799021,169,7 医療法人　矢部内科胃〒712-8014 086-444-5190医療法人　矢部内科胃矢部　英幸 平 6. 3. 1内   胃   小  診療所
     腸科医院 倉敷市連島中央１丁目１０－５ 常　勤:    1腸科医院　理事長　矢 現存
     (医       1)部　英幸 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800021,171,3 医療法人　清水レデイ〒711-0921 086-472-1187医療法人　清水レディ清水　一二美 平 6. 9. 1産婦 他   診療所
     スクリニック 倉敷市児島駅前４丁目９２ 常　勤:    1スクリニック　理事長 現存
     (医       1)　清水　一二美 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801021,172,1 医療法人社団　松尾医〒710-0004 086-463-2252医療法人社団　松尾医松尾　慎二 平 6. 9. 1内   消   小  診療所
     院 倉敷市西坂１７７７－１ 常　勤:    1院　理事長　松尾　慎 リハ 現存
     (医       1)二 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  802021,173,9 医療法人三泉会　西原〒701-0114 086-462-6681医療法人三泉会　理事西原　洋浩 平 6.12. 1内   循   リハ診療所
     内科循環器科 倉敷市松島１０６５ 常　勤:    1長　西原　洋浩 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803021,175,4 医療法人横尾医院 〒712-8036 086-446-7461医療法人横尾医院　理横尾　雅子 平 7. 4. 1産婦 皮   診療所
     倉敷市水島西弥生町２－２２ 常　勤:    1事長　横尾　雅子 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804021,176,2 医療法人のぞみ会　も〒713-8103 086-526-5252医療法人のぞみ会　理守屋　直人 平 7. 7. 1一般        19診療所
     りや胃腸科外科医院 倉敷市玉島乙島７１２５－３ 常　勤:    1事長　守屋　直人 外   胃   形外現存
     (医       1) 平28. 7. 1こう リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805021,177,0 医療法人和楽会　あい〒710-0141 086-470-2000医療法人和楽会　理事間木　啓史郎 平 7.10. 1内   呼   循  診療所
     あいえん診療所 倉敷市串田６６０番地 常　勤:    1長　野上　和加博 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806021,178,8 医療法人　三宅内科ク〒712-8006 086-444-6070医療法人　三宅内科ク三宅　啓文 平 7.11. 1内   小   消  診療所
     リニック 倉敷市連島町鶴新田１２７８－１常　勤:    1リニック　理事長　三 リハ 現存
     (医       1)宅　啓文 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807021,179,6 医療法人　わいわいク〒710-0133 086-428-8525医療法人　わいわいク篠原　佳年 平 7.12. 1リウ 内   診療所
     リニック 倉敷市藤戸町藤戸２－１０ 常　勤:    1リニック　理事長　篠 現存
     (医       1)原　佳年 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808021,180,4 医療法人　浅野産婦人〒710-0252 086-522-7575医療法人　浅野産婦人浅野　浩一 平 7.12. 1内   産婦 診療所
     科 倉敷市玉島爪崎６２２の２ 常　勤:    1科　理事長　浅野　浩 現存
     (医       1)一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809021,181,2 武田病院 〒712-8001 086-446-4141医療法人　エム・ピー武田　晴郎 平 7.12. 1一般        34病院
     倉敷市連島町西之浦３５２－１ 常　勤:    5・エヌ　理事長　武田 内   外   整外現存
     (医       4)　晴郎 平28.12. 1胃   こう リハ
     (薬       1) 放   麻   循  
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810021,184,6 医療法人　かわたクリ〒713-8103 086-525-3300医療法人　かわたクリ河田　裕二郎 平 8. 5. 1内   外   小  診療所
     ニック 倉敷市玉島乙島６８６１－１ 常　勤:    2ニック　理事長　河田 組織変更 胃   こう 呼  現存
     (医       2)　裕二郎 平29. 5. 1循   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811021,185,3 医療法人以心会　難波〒712-8046 086-455-9009医療法人以心会　難波難波　一弘 平 8. 5. 1一般        19診療所
     医院 倉敷市福田町古新田１４６番地の常　勤:    3医院　理事長　難波　 組織変更 内   小   呼  現存
     ４ (医       3)一弘 平29. 5. 1消   放   リハ
     非常勤:    5 アレ 
     (医       5)
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  812021,186,1 医療法人石原会　古林〒711-0906 086-472-3217医療法人石原会　古林石原　基正 平 8. 6. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 倉敷市児島下の町７－４－９ 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　石原　基正 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813021,187,9 医療法人翆洋会　大滝〒711-0903 086-477-7649医療法人翆洋会　大滝大滝　俊宏 平 8. 7. 1内   消   呼  診療所
     医院 倉敷市児島田の口３丁目８－３０常　勤:    1医院　理事長　大滝　 組織変更 循   放   リハ現存
     (医       1)俊宏 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814021,188,7 医療法人こぐま会　よ〒710-0041 086-434-2221医療法人こぐま会　理吉光　一 平 8. 7. 1小   診療所
     しみつ小児科医院 倉敷市五日市４７５ 常　勤:    1事長　吉光　一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815021,191,1 医療法人　なんば小児〒711-0907 086-473-6011医療法人　なんば小児難波　弘志 平 8.12. 1小   アレ 診療所
     科医院 倉敷市児島上の町２丁目２－１７常　勤:    1科医院　理事長　難波 組織変更 現存
     (医       1)　弘志 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816021,192,9 医療法人　清水眼科医〒712-8032 086-456-6661医療法人　清水眼科医清水　慶一 平 9. 4. 1眼   診療所
     院 倉敷市北畝７丁目９番５１号 常　勤:    1院　理事長　清水　慶 組織変更 現存
     (医       1)一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817021,193,7 医療法人養命会　佐藤〒712-8059 086-446-0123医療法人養命会　理事佐藤　伸夫 平 9. 6. 1一般         9診療所
     医院 倉敷市水島西常盤町１０－２４ 常　勤:    2長　佐藤　伸夫 組織変更 療養        10現存
     (医       2) 平30. 6. 1内   小   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818021,195,2 医療法人　滝沢整形外〒712-8051 086-454-0338医療法人　滝沢整形外瀧澤　正 平 9. 8. 1整外 リハ 診療所
     科 倉敷市中畝８丁目６－１５ 常　勤:    2科　理事長　瀧澤　正 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819021,196,0 医療法人　千先クリニ〒710-0048 086-425-2511医療法人　千先クリニ千先　茂樹 平 9. 8. 1内   小   胃  診療所
     ック 倉敷市福島２２４番地 常　勤:    1ック　理事長　千先　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)茂樹 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820021,197,8 医療法人俊医会　藤田〒711-0921 086-474-0311医療法人俊医会　藤田藤田　俊弘 平 9. 8. 1内   消   循  診療所
     医院 倉敷市児島駅前１－５３－２ 常　勤:    1医院　理事長　藤田　 組織変更 呼   他   現存
     (医       1)俊弘 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821021,198,6 医療法人　渡辺耳鼻咽〒710-0842 086-427-3311医療法人　渡辺耳鼻咽渡邊　周一 平 9.11. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 倉敷市吉岡５６５－２５ 常　勤:    1喉科医院　理事長　渡 組織変更 現存
     (医       1)邊　周一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  822021,199,4 医療法人　鴨井医院 〒710-0253 086-522-2291医療法人　鴨井医院　鴨井　正樹 平 9.12. 1内   胃   放  診療所
     倉敷市新倉敷駅前２－６２－３ 常　勤:    1理事長　鴨井　正樹 組織変更 リハ 循   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823021,200,0 医療法人恵和会　内科〒711-0911 086-474-3320医療法人　恵和会　理田嶋　利恵 平10. 1. 1内   小   リハ診療所
     いこいの家 倉敷市児島小川９丁目１番４６号常　勤:    1事長　田嶋　憲一 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824021,201,8 医療法人　眞神耳鼻咽〒712-8014 086-444-6791医療法人　眞神耳鼻咽眞神　康一 平10. 1. 1耳い 診療所
     喉科医院 倉敷市連島中央５丁目１８番１３常　勤:    1喉科医院　理事長　眞 組織変更 現存
     号 (医       1)神　康一 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825021,202,6 医療法人三泉会　西原〒701-0114 086-463-0567医療法人三泉会　理事西原　浩美 平10. 3. 1眼   診療所
     眼科 倉敷市松島１０６３ 常　勤:    1長　西原　洋浩 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826021,203,4 医療法人　あさき小児〒712-8063 086-446-1110医療法人　あさき小児浅木　秀樹 平10. 5. 1小   アレ 診療所
     科 倉敷市水島南幸町１番９号 常　勤:    1科　理事長　浅木　秀 組織変更 現存
     (医       1)樹 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827021,204,2 医療法人新樹会　宮尾〒710-0826 086-421-1103医療法人新樹会　宮尾宮尾　純 平10. 5. 1一般        12診療所
     産婦人科クリニック 倉敷市老松町４－５－１３ 常　勤:    1産婦人科クリニック　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)理事長　宮尾　純 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828021,205,9 医療法人　勇崎内科胃〒713-8125 086-528-1880医療法人　勇崎内科胃安原　高士 平10. 6. 1内   消   リハ診療所
     腸科医院 倉敷市玉島勇崎１１５６番地の７常　勤:    1腸科医院　理事長　安 組織変更 現存
     (医       1)原　高士 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829021,208,3 医療法人緑の会　タナ〒710-0252 086-526-2100医療法人緑の会　タナ田邉　高由 平11. 1. 1内   胃   小  診療所
     ベ内科医院 倉敷市玉島爪崎２２５番地の２ 常　勤:    1ベ内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田邉　高由 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830021,209,1 谷口内科医院 〒710-0253 086-525-2600医療法人桃太郎　理事谷口　善男 平11. 1. 1内   小   胃  診療所
     倉敷市新倉敷駅前３－７７－１ 常　勤:    2長　谷口　善男 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831021,212,5 おぎの内科医院 〒710-0132 086-428-7677医療法人　おぎの内科荻野　泰洋 平11. 5. 1内   小   循  診療所
     倉敷市藤戸町天城７４２番地４ 常　勤:    1医院　理事長　荻野　 組織変更 胃   現存
     (医       1)泰洋 平29. 5. 1
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  832021,213,3 医療法人　中村節内科〒701-0111 086-463-3911医療法人　中村節内科中村　節 平11. 8. 1内   循   消  診療所
     医院 倉敷市上東１００９番地の７ 常　勤:    1医院　理事長　中村　 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1)節 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833021,215,8 倉敷リハビリテーショ〒710-0834 086-421-3311社会医療法人　水和会浅利　正二 平11.11. 1一般       103病院
     ン病院 倉敷市笹沖２１ 常　勤:   12　理事長　加原　尚明 新規 療養        52現存
     (医       8) 平29.11. 1リハ 内   
     (薬       4)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834021,216,6 医療法人すこやか会　〒710-0253 086-522-8371医療法人すこやか会　柚木　正行 平11.12. 1内   小   外  診療所
     ゆのき医院 倉敷市新倉敷駅前５－７３ 常　勤:    1ゆのき医院　理事長　 組織変更 胃   放   リハ現存
     (医       1)柚木　正行 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835021,217,4 ふじの小児科医院 〒710-0826 086-422-2630医療法人　ふじの小児藤野　光喜 平12. 1. 1小   アレ 内  診療所
     倉敷市老松町３丁目１５－７ 常　勤:    1科医院　理事長　藤野 組織変更 現存
     (医       1)　光喜 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836021,218,2 医療生協コープくらし〒710-0065 086-434-8000倉敷医療生活協同組合中尾　英明 平12. 4. 1内   小   診療所
     き診療所 倉敷市宮前３８４－１ 常　勤:    1　代表理事　谷　謙一 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837021,220,8 いなだ医院 〒713-8123 086-525-0600医療法人　いなだ医院稲田　俊雄 平12. 9. 1内   小   胃  診療所
     倉敷市玉島柏島９２０番地１０６常　勤:    2　理事長　稲田　俊雄 組織変更 アレ リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838021,221,6 わに診療所 〒710-0038 086-425-7022医療法人　わに診療所和迩　秀浩 平13. 1. 1精   神   心内診療所
     倉敷市新田２５１３番地２６ 常　勤:    2　理事長　和迩　秀浩 組織変更 内   現存
     (医       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839021,222,4 医療法人社団　西崎内〒710-0253 086-526-6200医療法人社団　西崎内西崎　哲一 平13. 2. 1一般        19診療所
     科医院 倉敷市新倉敷駅前３－１１９－１常　勤:    2科医院　理事長　西崎 移転 内   心内 リハ現存
     (医       2)　哲一 平25. 2. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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    96 頁

  840021,224,0 柴田病院 〒713-8103 086-526-7870医療法人髙志会　理事柴田　髙志 平13. 4. 1療養        94病院
     (025,224,2) 倉敷市玉島乙島６１０８ー１ 常　勤:    7長　柴田　豊文 組織変更 療養        96現存
     (医       4) 平25. 4. 1内   精   放  
     (歯       1) リハ 歯   
     (薬       2)
     非常勤:   23
     (医      21)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841021,225,7 あらき腎・泌尿器科ク〒710-0834 086-426-8555医療法人　エーユーシ荒木　徹 平13. 5. 1ひ   診療所
     リニック 倉敷市笹沖３９０番地１ 常　勤:    2ーあらき腎・泌尿器科 組織変更 現存
     (医       2)クリニック　理事長　 平25. 5. 1
     荒木　徹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842021,226,5 三谷原内科医院 〒710-0803 086-466-3600医療法人　三周　理事三谷原　重雄 平13. 5. 1一般        19診療所
     倉敷市中島１４７３番地の１ 常　勤:    1長　三谷原　重雄 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1) 平25. 5. 1循   小   放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843021,228,1 公益財団法人　大原記〒710-0056 086-422-6800公益財団法人　大原記菊辻　徹 平13. 8. 1内   放   診療所
     念倉敷中央医療機構　倉敷市鶴形１丁目８番５号 常　勤:   10念倉敷中央医療機構　 新規 現存
     倉敷中央病院　総合保 (医      10)理事長　大原　謙一郎 平25. 8. 1
     健管理センター 非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844021,229,9 イマイクリニック 〒710-0011 086-464-2000医療法人　イマイクリ今井　博之 平13. 8. 1外   内   胃  診療所
     倉敷市徳芳１０９－１ 常　勤:    1ニック　理事長　今井 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)　博之 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845021,230,7 倉敷アレルギークリニ〒711-0907 086-474-4976医療法人公和会　尾崎尾崎　公孝 平13. 8. 1アレ 呼   内  診療所
     ック 倉敷市児島上の町１－９－６３ 常　勤:    1医院倉敷アレルギーク 組織変更 現存
     (医       1)リニック　理事長　尾 平25. 8. 1
     崎　公孝
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846021,231,5 尾上整形外科医院 〒713-8102 086-522-4121医療法人みずほ会　尾尾上　普路 平13. 9. 1一般         7診療所
     倉敷市玉島１－８－５８ 常　勤:    2上整形外科医院　理事 組織変更 療養        12現存
     (医       2)長　尾上　普路 平25. 9. 1整外 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847021,232,3 ふじい小児科 〒710-0803 086-466-1838医療法人　ふじい小児藤井　克範 平14. 1. 1小   診療所
     倉敷市中島２２４４－１ 常　勤:    1科　理事長　藤井　克 組織変更 現存
     (医       1)範 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  848021,233,1 いたのクリニック 〒710-0844 086-424-7200医療法人社団慈孝会　板野　徹 平14. 1. 1内   消   小  診療所
     倉敷市福井１４－１ 常　勤:    2理事長　板野　徹 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849021,234,9 松香内科医院 〒711-0907 086-472-3317医療法人松香内科医院松香　陽子 平14. 9. 1内   消   呼  診療所
     倉敷市児島上の町３－１－１０ 常　勤:    1　理事長　松香　陽子 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850021,236,4 医療法人　嘉山会　稲〒710-0052 086-422-2323医療法人　嘉山会　稲稲垣　安紀 平14.12. 1皮   ひ   アレ診療所
     垣医院 倉敷市美和２丁目１３－９ 常　勤:    1垣医院　理事長　稲垣 組織変更 現存
     (医       1)　安紀 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851021,237,2 公益財団法人　大原記〒712-8007 086-448-1111公益財団法人　大原記島村　淳之輔 平15. 4. 1一般       130病院
     (025,237,4) 念倉敷中央医療機構　倉敷市鶴の浦２丁目６－１１ 常　勤:   22念倉敷中央医療機構　 組織変更 内   外   整外現存
     倉敷リバーサイド病院 (医      14)理事長　大原　謙一郎 平27. 4. 1小   眼   耳い
     (歯       1) 神内 リハ 放  
     (薬       7) 麻   歯   
     非常勤:  147 緩和ケア外科・
     (医     143) 循環器内科
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852021,238,0 吉田内科クリニック 〒710-0038 086-430-3838医療法人吉田内科クリ吉田　総一郎 平15. 5. 1内   小   診療所
     倉敷市新田２７５７ 常　勤:    1ニック　理事長　吉田 組織変更 現存
     (医       1)　総一郎 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853021,239,8 医療法人昭和会　倉敷〒710-0065 086-426-8711医療法人昭和会　理事宮原　淑人 平15. 5. 1一般 病院
     北病院 倉敷市宮前４１－２ 常　勤:    4長　宮原　淑人 組織変更     一般    60現存
     (医       4) 平27. 5. 1療養        53
     非常勤:   40 内   外   小  
     (医      40) 麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854021,240,6 池内整形外科 〒710-0803 086-466-3332医療法人光和会池内整池内　光 平15. 7. 1整外 外   皮  診療所
     倉敷市中島４７０－２ 常　勤:    1形外科　理事長　池内 移転 リハ リウ 現存
     (医       1)　光 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855021,241,4 村山クリニック 〒711-0906 086-472-3059医療法人村山クリニッ村山　正則 平16. 1. 1神内 外   整外診療所
     倉敷市児島下の町２丁目１２－２常　勤:    2ク　理事長　村山　正 組織変更 脳外 放   現存
     (医       2)則 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  856021,242,2 倉敷成人病健診センタ〒710-0824 086-427-3333一般財団法人　倉敷成山崎　智子 平16. 3. 1内   産婦 放  診療所
     (025,242,4) ー 倉敷市白楽町２８２ 常　勤:   12人病センター　代表理 新規 歯   矯歯 小歯現存
     (医      10)事　髙本　均 平28. 3. 1歯外 
     (歯       2)
     非常勤:   14
     (医       6)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857021,243,0 医療法人悠周会　中洲〒710-0825 086-435-5500医療法人悠周会　理事鈴本　啓史 平16. 4. 1内   呼   小  診療所
     内科 倉敷市安江３９２－１ 常　勤:    1長　鈴本　啓史 組織変更 循   アレ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858021,244,8 藤井ハートクリニック〒710-0824 086-423-8211医療法人藤井ハートク藤井　理樹 平16. 6. 1内   循   診療所
     倉敷市白楽町１２５－１３ 常　勤:    2リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (医       2)井　理樹 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859021,245,5 医療法人誠心会　佐藤〒710-1101 086-429-0511医療法人誠心会佐藤整佐藤　理 平16. 6. 1一般         9診療所
     整形外科 倉敷市茶屋町１５９７－５ 常　勤:    2形外科　理事長　佐藤 組織変更 整外 形外 リウ現存
     (医       1)　理 平28. 6. 1皮   リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860021,246,3 医療法人　なかもと耳〒710-0802 086-466-7788医療法人　なかもと耳中元　雅典 平16. 8. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科クリニック 倉敷市水江１０３２－１ 常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　中元　雅典 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861021,247,1 場田医院 〒710-0004 086-464-2958医療法人場田医院　理場田　浩二 平16. 9. 1胃   外   こう診療所
     倉敷市西坂１４８０－１２４ 常　勤:    1事長　場田　浩二 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862021,248,9 耳鼻咽喉科　秋定クリ〒710-1101 086-420-1733医療法人耳鼻咽喉科秋秋定　久仁子 平16. 9. 1耳い 診療所
     ニック 倉敷市茶屋町１６０８－７ 常　勤:    1定クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　秋定　健 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863021,251,3 安田皮フ科クリニック〒710-0048 086-435-2202医療法人　安田皮フ科安田　秀世 平17. 4. 1皮   診療所
     倉敷市福島４９８－２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)安田　秀世 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864021,252,1 街の診療所ふじた医院〒710-0048 086-423-7717医療法人　街の診療所藤田　基寛 平17. 4. 1内   リハ 他  診療所
     倉敷市福島６７４－１ 常　勤:    2ふじた医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)藤田　基寛 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  865021,254,7 医療法人　恵葉会　大〒712-8055 086-450-3705医療法人　恵葉会　理大森　直人 平17. 8. 1内   神内 精  診療所
     森クリニック 倉敷市南畝３－１－４０ 常　勤:    1事長　大森　直人 組織変更 心内 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866021,255,4 倉敷成人病クリニック〒710-0824 086-422-2110一般財団法人　倉敷成梅川　康弘 平18. 1. 1内   外   産  診療所
     倉敷市白楽町２５０－１ 常　勤:    5人病センター　代表理 新規 婦   ひ   眼  現存
     (医       5)事　髙本　均 平30. 1. 1小   麻   放  
     非常勤:   93 リウ 皮   整外
     (医      93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867021,256,2 かわはら外科整形外科〒712-8046 086-450-4976医療法人　友仁会　理河原　一仁 平18. 4. 1外   整外 診療所
     クリニック 倉敷市福田町古新田１０５２－１常　勤:    1事長　河原　一仁 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868021,257,0 山内産婦人科クリニッ〒710-0001 086-463-3550医療法人　山内産婦人山内　英明 平18. 4. 1一般         9診療所
     ク 倉敷市三田１２６－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　山内　英明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869021,258,8 うちだ眼科医院 〒710-0065 086-422-8633医療法人　うちだ眼科打田　昭子 平18. 4. 1眼   診療所
     倉敷市宮前３５０－１ 常　勤:    1医院　理事長　打田　 組織変更 現存
     (医       1)昭子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870021,259,6 おがた耳鼻咽喉科クリ〒710-0014 086-464-0018医療法人　おがた耳鼻小形　哲也 平18. 5. 1耳い 診療所
     ニック 倉敷市黒崎５６８－５ 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　小形　哲也 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871021,260,4 鳥越整形外科医院 〒710-0253 086-522-2388医療法人　鳥越整形外鳥越　保之 平18. 9. 1整外 診療所
     倉敷市新倉敷駅前２－６０ 常　勤:    1科医院　理事長　鳥越 組織変更 現存
     (医       1)　保之 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872021,261,2 永山医院 〒710-0035 086-422-7007医療法人　永峰会　永牧野　文則 平18. 9. 1内   消   放  診療所
     倉敷市黒石９００－１ 常　勤:    2山医院　牧野　文則 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873021,262,0 松本眼科医院 〒710-0052 086-422-3345医療法人　松栄会　松松本　泰明 平18.11. 1眼   診療所
     倉敷市美和２－９－１３ 常　勤:    2本眼科医院　理事長　 移転 現存
     (医       2)松本　泰明 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874021,263,8 ますだ整形外科 〒710-0816 086-435-1800医療法人　ますだ整形増田　行治 平18.12. 1外   整外 リハ診療所
     倉敷市八王寺町１８０－３７ 常　勤:    1外科　理事長　増田　 組織変更 現存
     (医       1)行治 平24.12. 1
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  875021,264,6 かめ山こどもクリニッ〒710-0837 086-425-1117医療法人　かめ山こど藤原　充弘 平18.12. 1小   診療所
     ク 倉敷市沖新町８８－４ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　藤原　充弘 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876021,265,3 おか整形外科 〒711-0937 086-472-0288医療法人　おか整形外岡　隆浩 平19. 1. 1外   整外 リハ診療所
     倉敷市児島稗田町１９５７－１ 常　勤:    1科　理事長　岡　隆浩 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877021,266,1 医療法人　なんば内科〒711-0921 086-473-7008医療法人　なんば内科難波　清人 平19. 1. 1内   診療所
     クリニック 倉敷市児島駅前１－８３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 腎臓内科、人工現存
     (医       1)難波　清人 平25. 1. 1透析内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878021,268,7 こやまクリニック 〒710-0014 086-463-3663医療法人　慈久会　理小山　久夫 平19. 5. 1形外 美外 診療所
     倉敷市黒崎３－１ 常　勤:    1事長　小山　久夫 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879021,269,5 藤本整形外科 〒710-0048 086-426-5600医療法人　藤本整形外藤本　裕 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     倉敷市福島４９６－１ 常　勤:    1科　理事長　藤本　裕 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880021,270,3 医療法人福寿会　藤戸〒710-0133 086-428-8572医療法人福寿会　理事平尾　健一 平19. 6. 1一般 診療所
     クリニック 倉敷市藤戸町藤戸１５７３－１ 常　勤:    6長　秋山　正史 新規     一般    19現存
     (医       6) 平25. 6. 1内   精   婦  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881021,271,1 倉敷仁風ホスピタル 〒710-0803 086-465-2430医療法人仁風会　理事門田　耕一 平19.11.17精神       120病院
     倉敷市中島２３４０番地２３ 常　勤:   11長　門田　耕一 移転 精神       120現存
     (医       9) 平25.11.17精   
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882021,272,9 内科クリニック　グリ〒710-0038 086-434-2800医療法人六峯会　理事大森　雅一 平20. 3. 1内   呼   アレ診療所
     ーンピース 倉敷市新田２７９０－１ 常　勤:    1長　近藤　修六 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  883021,273,7 山岡医院 〒713-8125 086-528-3100医療法人　山岡医院　山岡　秀樹 平20. 2. 1内   小   診療所
     倉敷市玉島勇崎９９６番地の６ 常　勤:    2理事長　山岡　秀樹 移転 主たる診療科（現存
     (医       2) 平26. 2. 1内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884021,275,2 加藤医院 〒711-0906 086-472-3567医療法人博成会加藤医加藤　宣博 平21. 9. 1内   診療所
     倉敷市児島下の町２－１４－１７常　勤:    2院　理事長　加藤　宣 組織変更 現存
     (医       2)博 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885021,277,8 やまもと眼科 〒710-0803 086-460-3393医療法人社団やまもと山本　敏広 平21. 9. 1眼   診療所
     倉敷市中島２５４２－３ 常　勤:    1眼科　理事長　山本　 組織変更 現存
     (医       1)敏広 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886021,278,6 クリニック　ソフィア〒710-0057 086-435-0270医療法人ミネルヴァ　権　成鉉 平21. 9.28心内 精   診療所
     倉敷市昭和２－２－４４ 常　勤:    2理事長　権　成鉉 移転 現存
     (医       2) 平27. 9.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887021,279,4 むらかみクリニック 〒710-0253 086-525-0018医療法人和陽会　理事村上　和春 平22. 1. 1内   ひ   リウ診療所
     倉敷市新倉敷駅前３－３ 常　勤:    2長　村上　和春 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平28. 1. 1循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888021,280,2 あい内科小児科クリニ〒710-0046 086-427-8877医療法人気楽会　理事佐野　清 平22. 5. 1内   小   診療所
     ック 倉敷市中央２－１８－３ 常　勤:    1長　佐野　清 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889021,281,0 杓永整形外科 〒711-0936 086-473-0200医療法人杓永整形外科杓永　俊彦 平22.10.10整外 リハ リウ診療所
     倉敷市児島柳田町５９６ 常　勤:    1　理事長　杓永俊彦 移転 現存
     (医       1) 平28.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890021,282,8 てぜん内科クリニック〒710-0802 086-430-5150医療法人ティー・エム手銭　高志 平22. 9. 1内   診療所
     倉敷市水江１ 常　勤:    1・シー　理事長　手銭 組織変更 現存
     (医       1)高志 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891021,284,4 平成南町クリニック 〒710-0823 086-434-1122社会医療法人全仁会　玉田　二郎 平23. 1. 1内   他   診療所
     倉敷市南町４－３８ 常　勤:    2理事長　高尾　聡一郎 新規 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892021,285,1 川辺内科 〒710-1313 086-697-1011医療法人白医会　理事妹尾　健五 平23. 1. 1内   アレ 他  診療所
     倉敷市真備町川辺１０２－１ 常　勤:    2長　妹尾　健五 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
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  893021,286,9 佐藤医院福田診療所 〒712-8041 086-455-8100医療法人養命会　理事佐藤　伸夫 平23. 2. 1内   診療所
     倉敷市福田町福田２３７８－２ 常　勤:    2長　佐藤　伸夫 新規 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894021,288,5 いわもとクリニック 〒701-0111 086-464-3111医療法人望　理事長　岩本　泰明 平23. 8. 1内   外   整外診療所
     倉敷市上東１０５６－１ 常　勤:    2岩本　登志子 組織変更 リウ 他   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895021,289,3 あずま会倉敷病院 〒710-0835 086-422-5206医療法人社団あずま会藤田　浩文 平24. 2. 1精神       209病院
     倉敷市四十瀬２９８－５ 常　勤:   10　理事長　新谷　太郎 新規 内   精   神内現存
     (医       7) 平30. 2. 1
     (薬       3)
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896021,291,9 佐藤胃腸外科 〒710-0831 086-422-0008医療法人佐藤胃腸科外佐藤　嘉髙 平24. 6. 1一般 診療所
     倉敷市田ノ上７３２ 常　勤:    2科病院　理事長　佐藤 その他     一般    19現存
     (医       2)　嘉髙 平30. 6. 1他   麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897021,292,7 医療法人和香会　倉敷〒710-0016 086-463-7111医療法人和香会　理事松木　道裕 平24. 8. 1一般 病院
     (025,292,9) スイートホスピタル 倉敷市中庄３５４２－１ 常　勤:   13長　江澤　和彦 移転     一般   196療養病床
     (医      10) 平24. 8. 1内   呼内 外  現存
     (薬       3) 整外 アレ リウ
     非常勤:   27 小   ひ   リハ
     (医      26) 放   他   神内
     (歯       1) 歯   歯外 
     胃腸内科、循環
     器内科、糖尿病
     内科、内分泌・
     代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898021,293,5 医療法人和香会　倉敷〒712-8044 086-455-5111医療法人和香会　理事小橋　秀廣 平24. 8. 1内   小   ひ  診療所
     廣済クリニック 倉敷市東塚５－４－１６ 常　勤:    1長　江澤　和彦 新規 呼内 リハ リウ現存
     (医       1) 平24. 8. 1アレ 
     非常勤:    5 循環器内科、胃
     (医       5) 腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899021,294,3 つばさクリニック 〒710-0047 086-424-0283医療法人つばさ　理事岡田　豊 平24. 9. 1内   整外 他  診療所
     倉敷市大島５３４－１ 常　勤:    6長　中村　幸伸 移転 現存
     (医       6) 平24. 9. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
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  900021,295,0 医療法人　古谷医院 〒711-0926 086-478-5525医療法人古谷医院　理古谷　隆道 平25. 1. 1内   外   リハ診療所
     倉敷市下津井吹上２－１－１４ 常　勤:    1事長　古谷　隆道 組織変更 放   他   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901021,296,8 安東整形外科内科医院〒710-0002 086-463-3333医療法人安東整形外科安東　温敏 平25. 2. 1整外 内   リハ診療所
     倉敷市生坂７０１－１ 常　勤:    2内科医院　理事長　安 移転 リウ 他   現存
     (医       2)東　温敏 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902021,297,6 医療法人至誠会　赤松〒710-0826 086-425-3138医療法人至誠会　理事赤松　可得 平25. 3. 1一般 病院
     病院 倉敷市老松町３－１０－３２ 常　勤:    4長　赤松　可得 移転     一般    32現存
     (医       3) 平25. 3. 1産   婦   
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903021,298,4 サンライフクリニック〒701-0012 086-464-5111医療法人平成会　理事田邉　修久 平25. 5. 1内   呼内 診療所
     倉敷市下庄７０１－１０番地 常　勤:    2長　平木　章夫 移転 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904021,299,2 みやけ眼科 〒712-8046 086-450-1020医療法人　みやけ眼科三宅　俊行 平25. 5. 1眼   診療所
     倉敷市福田町古新田６８８番地１常　勤:    1　理事長　三宅　俊行 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905021,300,8 すぎはら眼科・循環器〒710-1101 086-428-2868医療法人　幸伸会　理杉原　伸幸 平25. 5. 1一般 診療所
     科内科 倉敷市茶屋町７５１－１ 常　勤:    2事長　杉原　伸幸 移転     一般     4現存
     (医       2) 平25. 5. 1眼   内   小  
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906021,301,6 茶屋町こどもクリニッ〒710-1101 086-428-2888医療法人茶屋町こども井上　拓也 平25. 6. 1小   アレ 診療所
     ク 倉敷市茶屋町４９５番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長井 組織変更 現存
     (医       1)上　拓也 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907021,302,4 ささべこどもクリニッ〒710-1313 086-697-1005医療法人　順心会　理雀部　誠 平25.10. 1小   アレ 診療所
     ク 倉敷市真備町川辺１７９９番１ 常　勤:    1事長　雀部　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908021,303,2 倉敷駅前診療所 〒710-0055 086-441-7337医療法人　福嶋医院　木曽　昭光 平25.11. 1外   整外 内  診療所
     倉敷市阿知二丁目７０８番１ 常　勤:    1理事長　福嶋　啓祐 新規 リハ 他   現存
     (医       1) 平25.11. 1漢方内科
     非常勤:    3
     (医       3)
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  909021,304,0 まび記念病院 〒710-1313 086-698-2248医療法人　和陽会　理村松　友義 平26. 3.24一般        80病院
     倉敷市真備町川辺２０００番地１常　勤:   10事長　村上　和春 移転 内   外   小  現存
     (医      10) 平26. 3.24眼   整外 皮  
     非常勤:   25 リウ ひ   呼内
     (医      25) 放   リハ 
     人工透析内科、
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910021,305,7 新倉敷耳鼻咽喉科クリ〒710-0253 086-525-1133医療法人　啓佑会　理冨永　進 平26. 4.14耳い 診療所
     ニック 倉敷市新倉敷駅前３丁目１２０番常　勤:    1事長　冨永　進 新規 現存
     地１ (医       1) 平26. 4.14
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911021,306,5 医療法人社団新風会　〒713-8121 086-526-8111医療法人社団新風会　桜井　勝 平26. 4. 1一般        92病院
     玉島中央病院 倉敷市玉島阿賀崎２丁目１番１号常　勤:   11理事長　髙越　秀和 移転 療養        30現存
     (医      11) 平26. 4. 1整外 脳外 内  
     非常勤:   92 外   皮   ひ  
     (医      92) 形外 麻   放  
     リハ 美外 他  
     呼外 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912021,307,3 まんだい眼科 〒701-0112 086-462-4411医療法人まんだい眼科萬代　宏 平26. 6. 1眼   診療所
     倉敷市下庄３１８番地１ 常　勤:    1　理事長　萬代　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913021,308,1 新倉敷ピーチクリニッ〒713-8113 086-525-0840医療法人桃心会　理事大岩　博 平26. 6. 1内   小   外  診療所
     ク 倉敷市玉島八島１５１３番地 常　勤:    1長　大岩　博 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平26. 6. 1循環器内科　呼
     非常勤:    2 吸器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914021,309,9 やまな内科整形外科 〒711-0906 086-472-3012医療法人　社団百子会行廣　成史 平26. 8. 1一般 診療所
     倉敷市児島下の町１０－２－１２常　勤:    2　理事長　行廣　成史 その他     一般    19現存
     (医       2) 平26. 8. 1内   整外 リハ
     非常勤:    4 リウ 
     (医       4) 循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  915021,310,7 マツミクリニック 〒713-8122 086-523-0111医療法人社団新風会　松三　彰 平26.10. 1老人内科、消化診療所
     倉敷市玉島中央町１丁目４番８号常　勤:    1理事長　髙越　秀和 新規 器外科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916021,311,5 やまだ皮フ科クリニッ〒710-0253 086-441-3800医療法人爽潤会　理事山田　潤 平26.10. 1皮   ひ   アレ診療所
     ク 倉敷市新倉敷駅前３丁目１３７番常　勤:    1長　山田　潤 組織変更 現存
     地 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917021,312,3 玉島協同病院 〒713-8123 086-523-1234倉敷医療生活協同組合進藤　眞 平26.12. 1一般 病院
     倉敷市玉島柏島５２０９－１ 常　勤:    5　代表理事　谷　謙一 移転     一般    54現存
     (医       5) 平26.12. 1療養
     非常勤:   24     療養    54
     (医      24) 内   呼内 放  
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918021,313,1 国安ファミリークリニ〒710-0145 086-485-6111医療法人真愛会　理事国安　哲矢 平27.10. 1内   呼内 小  診療所
     ック 倉敷市福江１０５番地１ 常　勤:    1長　国安　哲矢 組織変更 放   現存
     (医       1) 平27.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919021,314,9 箭田クリニック 〒710-1301 086-697-1710医療法人和陽会　理事頼　敏裕 平27.12. 1内   診療所
     倉敷市真備町箭田１１２８ 常　勤:    1長　村上　和春 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920021,315,6 一般財団法人淳風会　〒710-0826 086-424-1006一般財団法人淳風会　近藤　裕子 平28. 4. 1内   診療所
     倉敷クリニック 倉敷市老松町５丁目３番６２号 常　勤:    1理事長　原　一穂 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921021,316,4 児島中央病院 〒711-0912 086-472-1611医療法人医誠会　理事田邊　秀幸 平28. 5. 1一般 病院
     (025,316,6) 倉敷市児島小川町３６８５番地 常　勤:   14長　谷　幸治 交代     一般   231現存
     (医      12) 平28. 5. 1内   呼内 外  
     (歯       2) 整外 脳外 小  
     非常勤:   33 皮   ひ   婦  
     (医      32) 耳い リハ 放  
     (歯       1) 歯   歯外 
     循環器内科、胃
     腸内科、糖尿病
     内科、形成・美
     容外科
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  922021,317,2 医療法人　岡皮膚科医〒701-0112 086-463-5556医療法人岡皮膚科医院岡　大介 平28. 5. 1皮   診療所
     院 倉敷市下庄４４１番地１ 常　勤:    1　理事長　岡　大介 移転 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923021,318,0 倉敷整形外科・リウマ〒701-0114 086-463-5530医療法人松晃会　理事小坂　泰一 平28. 9. 1整外 リウ 診療所
     チ科クリニック 倉敷市松島１１５２番地１９ 常　勤:    1長　小坂　泰一 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924021,319,8 木村内科医院 〒710-0824 086-426-8880医療法人　くすの木　木村　耕介 平29. 2. 1内   診療所
     倉敷市白楽町５５６番地６ 常　勤:    1理事長　木村　雄介 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925021,320,6 岡山クリニック 〒710-0834 086-425-5282医療法人　岡山クリニ吉川　邦彦 平29. 1. 1内   診療所
     倉敷市笹沖４６１－１ 常　勤:    2ック　理事長　吉川　 組織変更 現存
     (医       2)邦彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926021,321,4 コープリハビリテーシ〒712-8057 086-444-3212倉敷医療生活協同組合鍛本　真一郎 平29. 2. 1療養 病院
     (025,321,6) ョン病院 倉敷市水島東千鳥町１番６０号 常　勤:    4　代表理事　谷　謙一 移転     療養   127現存
     (医       3) 平29. 2. 1内   精   神内
     (歯       1) リハ 歯   
     非常勤:   28
     (医      27)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927021,322,2 医療法人　多田皮膚科〒710-0038 086-426-7548医療法人　多田皮膚科多田　廣祠 平29. 4. 1皮   診療所
     医院 倉敷市新田２７５０－５ 常　勤:    2医院　理事長　多田　 移転 現存
     (医       2)廣祠 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928021,323,0 こころクリニック 〒710-0002 086-463-5506医療法人鯉山会　理事戸田　典子 平29. 5. 1他   心内 精  診療所
     倉敷市生坂２２５７－１ 常　勤:    1長　戸田　典子 組織変更 児童精神科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929021,324,8 倉敷第一病院 〒710-0826 086-424-1000医療法人誠和会　理事佐藤　和道 平29. 9. 1一般       191病院
     (025,324,0) 倉敷市老松町五丁目３番１０号 常　勤:   15長　小出　尚志 交代 整外 内   呼内現存
     (医      10) 平29. 9. 1外   心外 脳外
     (歯       1) リハ 放   皮  
     (薬       4) 麻   歯   小歯
     非常勤:   51 矯歯 
     (医      44) 循環器内科　消
     (歯       7) 化器内科　呼吸
     器外科　消化器
     外科　他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  930021,325,5 川井クリニック 〒701-0115 086-463-0700医療法人　伸和　理事川井　伸一郎 平29. 9. 1内   診療所
     倉敷市二子１３５番地１ 常　勤:    1長　川井　伸一郎 組織変更 腎臓内科　人工現存
     (医       1) 平29. 9. 1透析内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931021,326,3 プライムホスピタル玉〒713-8102 086-526-5511医療法人賀新会　理事西山　武 平29.11. 1一般        77病院
     (025,326,5) 島 倉敷市玉島７５０－１ 常　勤:   10長　西山　武 移転 整外 内   ひ  現存
     (医       7) 平29.11. 1耳い 脳外 外  
     (歯       1) 麻   精   歯  
     (薬       2) 放   リハ 
     非常勤:   15
     (医      12)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932021,327,1 やまもとクリニック 〒711-0922 086-473-5151医療法人　やまもとク山本　康善 平29.12. 1内   診療所
     倉敷市児島元浜町７８３番地５ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)本　康善 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933021,328,9 浅桐産婦人科 〒712-8006 086-444-9586医療法人浅桐産婦人科浅桐　和男 平30. 1. 8一般        17診療所
     倉敷市連島町鶴新田１２６６番１常　勤:    1　理事長　浅桐　和男 移転 産   婦   内  現存
     (医       1) 平30. 1. 8小   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934021,329,7 はりがや小児科 〒710-0802 086-460-0025医療法人ふくろう会　針谷　秀和 平30. 6. 1小   診療所
     倉敷市水江１５９９番地９ 常　勤:    1理事長　針谷　秀和 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935030,103,5 河原外科医院 〒708-0051 0868-22-3211河原　徹 河原　徹 昭44.12. 1外   整外 診療所
     津山市椿高下４７ー６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936030,124,1 耳鼻咽喉科気管食道科〒708-0023 0868-24-1633山田　康之 山田　康之 昭51. 4. 1耳い 気食 診療所
     　山田医院 津山市大手町８－１０山田ビル 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937030,136,5 かんだ小児科医院 〒708-0835 0868-24-1222苅田　総一郎 苅田　総一郎 昭55.12. 1小   診療所
     津山市勝間田町４８の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938030,140,7 奥田医院 〒708-0802 0868-29-0033奥田　庚三 奥田　庚三 昭57.12.30内   診療所
     津山市大篠２６１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12.30
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  939030,141,5 内科小児科西医院 〒708-1125 0868-26-5522西　一夫 西　一夫 昭58. 4. 1内   小   診療所
     津山市高野本郷１２７４－１ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940030,142,3 角田医院 〒708-0052 0868-23-0262角田　昭二郎 角田　昭二郎 昭58. 4. 1内   脳外 リハ診療所
     津山市田町８５ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941030,147,2 耳鼻咽喉科　山本医院〒708-0036 0868-22-3085山本　洸一 山本　洸一 昭61. 9. 5耳い アレ 診療所
     津山市南新座３１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942030,148,0 坂本眼科医院 〒708-0052 0868-25-1611坂本　高章 坂本　高章 昭62.11. 1眼   診療所
     津山市田町２１－１服部ビル２Ｆ常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943030,155,5 薄元医院 〒708-0004 0868-22-2465薄元　亮二 薄元　亮二 平 2.10. 1一般         2診療所
     津山市山北４３５番地の８ 常　勤:    2 内   胃   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944030,156,3 砂田眼科医院 〒708-0052 0868-22-3821砂田　順 砂田　順 平 3. 8. 1眼   診療所
     津山市田町７７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945030,161,3 中尾内科クリニック 〒708-0824 0868-24-4488中尾　陽 中尾　陽 平 7. 4. 1内   呼   消  診療所
     津山市沼８５４－６ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946030,164,7 内田整形外科医院 〒708-0004 0868-22-2302内田　恭輔 内田　恭輔 平 7.12. 1一般        11診療所
     津山市山北５５０ 常　勤:    1 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947030,166,2 田口医院 〒708-0865 0868-23-8619田口　仁士 田口　仁士 平 9. 2. 2内   麻   診療所
     津山市押渕２２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948030,167,0 笹岡皮膚科クリニック〒708-0001 0868-31-3000笹岡　龍次 笹岡　龍次 平 9. 4. 1皮   診療所
     津山市小原１２５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  949030,168,8 中西クリニック 〒708-0814 0868-27-7200中西　曹輔 中西　曹輔 平 9.12. 1内   呼   診療所
     津山市東一宮４３－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950030,169,6 青木クリニック 〒708-0037 0868-22-3087青木　嗣明 青木　嗣明 平10. 4. 1内   消   診療所
     津山市戸川町１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951030,170,4 上野眼科クリニック 〒708-0022 0868-31-3911上野　信也 上野　信也 平11. 5. 1眼   診療所
     津山市山下９番地の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952030,175,3 産賀眼科医院 〒708-0052 0868-25-2202産賀　学 産賀　学 平13. 9. 1眼   診療所
     津山市田町１３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953030,181,1 たまち内科クリニック〒708-0052 0868-22-4466片山　文二 片山　文二 平16.10. 1内   診療所
     津山市田町９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954030,184,5 津山東クリニック 〒708-0841 0868-26-1138児島　敬子 児島　敬子 平18. 3. 6内   ひ   診療所
     津山市川崎１７６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 3. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955030,185,2 光井産婦人科 〒708-0036 0868-22-7291光井　毅 光井　毅 平18. 4. 1一般 診療所
     津山市南新座１８ 常　勤:    1 組織変更     一般    17現存
     (医       1) 平30. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956030,187,8 神谷内科医院 〒708-0036 0868-25-2177神谷　康夫 神谷　康夫 平19. 5. 1内   診療所
     津山市南新座１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957030,188,6 大澤皮膚科医院 〒708-0842 0868-21-0775大澤　徳哉 大澤　徳哉 平19. 7. 1皮   診療所
     津山市河辺字清水９３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  958030,189,4 坂本クリニック 〒708-1125 0868-21-1066坂本　泰祐 坂本　泰祐 平19.10. 1内   小   アレ診療所
     津山市高野本郷１２５７－６ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平25.10. 1循環器内科、糖
     尿病内科、消化
     器内科、呼吸器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959030,191,0 またの内科循環器科ク〒708-0067 0868-22-4758俣野　茂 俣野　茂 平19.10. 1内   他   診療所
     リニック 津山市新職人町１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960030,192,8 平山クリニック 〒708-0814 0868-27-7111平山　徹 平山　徹 平20. 6.10麻   整外 内  診療所
     津山市東一宮４３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961030,193,6 こころの健康　こうや〒708-0842 0868-35-3111香山　茂樹 香山　茂樹 平23. 3.11精   心内 診療所
     まクリニック 津山市河辺９３１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962030,194,4 小野形成外科・整形外〒708-0052 0868-22-2314小野　陽子 小野　陽子 平23. 2.20整外 形外 診療所
     科 津山市田町２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963030,197,7 神尾内科医院 〒708-0842 0868-26-1048神尾　裕 神尾　裕 平25.10. 2内   消   循  診療所
     津山市河辺７７０ 常　勤:    1 交代 休止
     (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964030,198,5 古賀眼科 〒708-0825 0868-31-3232古賀　憲人 古賀　憲人 平26. 7. 1眼   診療所
     津山市志戸部６５１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965030,201,7 つやま山下眼科 〒708-0842 0868-21-8802山下　順 山下　順 平29. 5. 1眼   診療所
     津山市河辺字一本木１０３７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966031,003,6 一般財団法人　江原積〒708-0883 0868-22-3166一般財団法人　江原積江原　良貴 昭32.10. 1精神       295病院
     (035,003,8) 善会　積善病院 津山市一方１４０番地 常　勤:   11善会　理事長　江原　 内   精   歯  現存
     (医       8)良貴 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       2)
     非常勤:   15
     (医      10)
     (歯       5)
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  967031,005,1 津山中央記念病院 〒708-0024 0868-22-6111一般財団法人津山慈風和仁　孝夫 昭32.10. 1一般 病院
     津山市二階町７１番地 常　勤:    7会　理事長　浮田　芳     一般    41現存
     (医       5)典 平29.10. 1療養
     (薬       2)     療養    40
     非常勤:    8 内   他   リハ
     (医       8) 脳神経内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968031,012,7 希望ヶ丘ホスピタル 〒708-0052 0868-22-3158社会医療法人高見徳風引地　充 昭35.12. 1精神       240病院
     津山市田町１１５番地 常　勤:   10会　理事長　高見　泰 神経精神科 現存
     (医       8)広 平29.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969031,017,6 医療法人和風会　中島〒708-0052 0868-22-8251医療法人和風会　中島中島　弘文 昭50. 8. 1一般        55病院
     病院 津山市田町１２２ 常　勤:    8病院　理事長　中島　 療養        55現存
     (医       8)壮太 平29. 8. 1内   リハ 他  
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970031,022,6 林小児科 〒708-0022 0868-22-1256医療法人三和会　理事林　洋光 平元. 4. 1小   診療所
     津山市山下３７ 常　勤:    1長　林　洋光 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971031,024,2 三村医院 〒708-0003 0868-23-5225医療法人晴風会　理事三村　公洋 平元. 5. 1一般        19診療所
     津山市北園町３５番地の５ 常　勤:    2長　三村　元圀 内   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972031,028,3 医療法人野ゆり会　か〒708-0813 0868-27-1311医療法人野ゆり会　か神崎　悦人 平元.10. 1内   小   放  診療所
     んざき医院 津山市山方５５－１０ 常　勤:    1んざき医院　理事長　 現存
     (医       1)神崎　悦人 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973031,034,1 医療法人　西下内科医〒708-0001 0868-24-1511医療法人　西下内科医西下　明 平 2.10. 1内   診療所
     院 津山市小原２００－４８ 常　勤:    1院　理事長　西下　明 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974031,035,8 医療法人　大桑医院 〒708-0841 0868-26-1349医療法人　大桑医院　大桑　正名 平 3. 2. 1内   診療所
     津山市川崎１１３６ 常　勤:    1理事長　大桑　正名 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  975031,036,6 医療法人藤田会　藤田〒708-0001 0868-22-9497医療法人藤田会　藤田藤田　省二 平 3. 3. 1一般        19診療所
     耳鼻咽喉科医院 津山市小原２５番地の５ 常　勤:    2耳鼻咽喉科医院　理事 呼   気食 耳い現存
     (医       2)長　藤田　省二 平30. 3. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976031,037,4 医療法人新和会　ぬか〒708-0004 0868-23-6331医療法人新和会　理事福原　徹 平 3. 4. 1胃   外   内  診療所
     だ健康クリニック 津山市山北５５９－５ 常　勤:    2長　額田　克海 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977031,038,2 医療法人　弓狩小児科〒708-0036 0868-24-2035医療法人　弓狩小児科弓狩　華吉 平 3. 7. 1小   診療所
     医院 津山市南新座２３－１ 常　勤:    1医院　理事長　弓狩　 現存
     (医       1)華吉 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978031,040,8 衣笠内科医院 〒708-0051 0868-22-7811医療法人衣笠内科医院衣笠　舜二 平 3.12. 1一般         7診療所
     津山市椿高下３９ 常　勤:    2　理事長　衣笠　舜二 療養        12現存
     (医       2) 平27.12. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979031,043,2 医療法人　津山内田整〒708-0884 0868-22-5552医療法人　津山内田整内田　健介 平 5. 1. 1一般        19診療所
     形外科 津山市津山口４９－１ 常　勤:    1形外科　理事長　内田 整外 リウ 現存
     (医       1)　健介 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980031,044,0 ＥＳクリニック 〒708-0884 0868-23-3000一般財団法人　江原積山本　利樹 平 5. 5. 1一般         5診療所
     津山市津山口３０８ 常　勤:    1善会　理事長　江原　 内   精   他  現存
     (医       1)良貴 平29. 5. 1ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981031,045,7 医療法人ウナデ会　河〒708-0013 0868-28-0519医療法人ウナデ会　理松尾　直光 平 5.10. 1一般         8診療所
     原内科　松尾小児科ク津山市二宮２１３７－１０ 常　勤:    3事長　松尾　直光 療養        11現存
     リニック (医       3) 平29.10. 1内   消   循  
     非常勤:    1 小   アレ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982031,046,5 医療法人アイリス会　〒708-0002 0868-25-1100医療法人アイリス会　岡本　繁 平 5.11. 1眼   診療所
     岡本眼科医院 津山市上河原２２２－７ 常　勤:    1理事長　岡本　繁 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983031,047,3 医療法人　辻医院 〒708-0001 0868-23-2567医療法人　辻医院　理辻　仁子 平 6. 4. 1内   小   診療所
     津山市小原２７－１ 常　勤:    1事長　辻　仁子 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  984031,048,1 石井医院 〒708-0824 0868-24-4333医療法人　瑞生会　理石井　良夫 平 7.11. 1一般        15診療所
     津山市沼８５７－１ 常　勤:    2事長　石井　良夫 小   産婦 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985031,049,9 医療法人　ながえ医院〒708-0824 0868-24-8810医療法人　薫風会　理長江　聡一 平 8. 5. 1内   外   整外診療所
     津山市沼８５６－３ 常　勤:    1事長　長江　聡一 組織変更 呼   循   こう現存
     (医       1) 平29. 5. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986031,050,7 岡外科胃腸肛門科 〒708-0842 0868-26-0110医療法人鴻鵠会　岡外岡　哲秀 平 8. 7. 1一般        19診療所
     津山市河辺９４３－１ 常　勤:    2科胃腸肛門科医院　理 組織変更 外   麻   整外現存
     (医       2)事長　岡　哲秀 平29. 7. 1他   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987031,052,3 多胡クリニック 〒708-1117 0868-29-7111医療法人　多胡医院　多胡　卓治 平 9.10. 1外   内   整外診療所
     津山市草加部９５５番１ 常　勤:    1理事長　多胡　卓治 新規 胃   麻   リハ現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988031,053,1 津山中央病院 〒708-0841 0868-21-8111一般財団法人　津山慈林　同輔 平 9.12. 1一般       497病院
     (035,053,3) 津山市川崎１７５６番地 常　勤:  146風会　理事長　浮田　 結核        10現存
     (医     121)芳典 平27.12. 1一般（感染）
     (歯       4)              8
     (薬      21) 内   呼内 神内
     非常勤:  105 小   外   心外
     (医     103) 脳外 整外 産婦
     (歯       2) 皮   形外 ひ  
     耳い 眼   歯  
     歯外 放   病理
     麻   リハ 
     消化器内科、消
     化器外科、循環
     器内科、感染症
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989031,055,6 はなこどもクリニック〒708-0814 0868-27-7277医療法人はなこどもク平井　史恵 平11. 5. 1小   内   診療所
     津山市東一宮６２番地の１７ 常　勤:    1リニック　理事長　平 新規 現存
     (医       1)井　史恵 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  990031,056,4 安田医院 〒708-0002 086-823-5537医療法人聖美会　安田安田　隆洋 平12. 1. 1内   小   皮  診療所
     津山市上河原２１５－７ 常　勤:    1医院　理事長　安田　 組織変更 現存
     (医       1)隆洋 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991031,057,2 医療法人　盛鳳会　福〒708-0052 0868-23-1177医療法人盛鳳会　福田福田　健生 平12. 8. 1一般        19診療所
     田産婦人科 津山市田町１０５番地 常　勤:    1産婦人科　理事長　福 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)田　健生 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992031,058,0 津山中央クリニック 〒708-0024 0868-22-6113一般財団法人津山慈風宮本　亨 平12.11. 1小   整外 皮  診療所
     津山市二階町６５番地 常　勤:    2会　理事長　浮田　芳 新規 リハ 現存
     (医       2)典 平24.11. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993031,060,6 医療法人　博栄会　水〒708-0036 0868-23-2108医療法人博栄会　理事水田　栄一 平13. 4. 1皮   ひ   他  診療所
     田皮膚科泌尿器科 津山市南新座１０５ 常　勤:    2長　水田　栄一 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994031,061,4 近光整形外科診療所 〒708-0051 0868-23-5555医療法人光樹会　近光近光　宣彦 平13.12. 1一般        18診療所
     津山市椿高下１２７－１ 常　勤:    2整形外科診療所　理事 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       2)長　近光　利樹 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995031,062,2 井戸内科クリニック 〒708-0022 0868-22-2101医療法人　井戸内科ク井戸　清仁 平14. 5. 1一般 診療所
     津山市山下１０１ 常　勤:    1リニック　理事長　井 組織変更     一般    12現存
     (医       1)戸　清仁 平26. 5. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996031,064,8 医療法人晴顕会　大谷〒708-0052 0868-22-9381医療法人晴顕会　大谷大谷　公彦 平15. 5. 1療養 病院
     病院 津山市田町３３ 常　勤:    1病院　理事長　大谷　 組織変更     療養    48現存
     (医       1)公彦 平27. 5. 1内   消   ひ  
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997031,066,3 総合病院　津山第一病〒708-0871 0868-28-2211医療法人平野同仁会　澤田　隆 平17. 4. 1一般       199病院
     院 津山市中島４３８ 常　勤:   12理事長　河村　良寛 移転 内   外   整外現存
     (医      10) 平29. 4. 1形外 脳外 心外
     (薬       2) 皮   ひ   耳い
     非常勤:   77 リハ 放   麻  
     (医      76) 消化器内科、消
     (薬       1) 化器外科、循環
     器内科他３科目
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  998031,068,9 いちば医院 〒708-0013 0868-28-8300医療法人　いちば医院市場　隆 平17. 4. 1内   外   循  診療所
     津山市二宮１９００－５ 常　勤:    1　理事長　市場　隆 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999031,072,1 本渡記念循環器クリニ〒708-0001 0868-22-8715医療法人　優和会　理孫崎　信久 平19. 7. 1内   循   診療所
     ック 津山市小原７９－５ 常　勤:    2事長　孫崎　信久 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000031,073,9 医療法人西下病院　サ〒708-0052 0868-22-5103医療法人西下病院　理西下　純治 平21. 4. 1内   神内 リウ診療所
     ンクリニック 津山市田町２７ 常　勤:    1事長　西下　純治 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001031,075,4 一般財団法人赤堀病院〒708-0051 0868-24-1212一般財団法人赤堀病院赤堀　泰一郎 平23. 5. 1一般        28病院
     津山市椿高下３３ 常　勤:    5　代表理事　赤堀　泰 移転 産婦 麻   現存
     (医       3)一郎 平29. 5. 1
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002031,076,2 医療法人万袋医院 〒709-3931 0868-42-3025医療法人万袋医院　理万袋　喜敬 平23. 5. 1一般         2診療所
     津山市加茂町中原３２ 常　勤:    1事長　万袋　喜敬 組織変更 療養        16現存
     (医       1) 平29. 5. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003031,077,0 おおうみクリニック 〒708-0842 0868-21-0033医療法人おおうみクリ大海　庸世 平24. 9.30内   診療所
     津山市河辺９３３－３ 常　勤:    1ニック　理事長　大海 移転 現存
     (医       1)　庸世 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004031,078,8 平福診療所 〒708-0872 0868-28-3858津山医療生活協同組合垣内　顕治 平25. 4. 1内   診療所
     津山市平福５４６－１ 常　勤:    2　理事長　井ノ上　義 移転 現存
     (医       2)明 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005031,079,6 医療法人蘭和会　布上〒708-0842 0868-26-1405医療法人蘭和会　理事布上　朋和 平28. 4. 1内   診療所
     内科医院 津山市河辺１１５５番６ 常　勤:    1長　布上　朋和 新規 糖尿病・代謝内現存
     (医       1) 平28. 4. 1科、消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1006031,080,4 医療法人東浩会　石川〒708-0841 0868-26-2188医療法人東浩会　理事石川　泰祐 平28. 5. 1一般 病院
     病院 津山市川崎５５４－５ 常　勤:    6長　石川　泰祐 移転     一般    28現存
     (医       5) 平28. 5. 1療養
     (薬       1)     療養    40
     非常勤:   15 内   心内 精  
     (医      14) 消化器・肝臓内
     (薬       1) 科、糖尿病内科
     、循環器内科他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007031,081,2 社会医療法人清風会　〒708-1125 0868-26-2221社会医療法人清風会　松下　明 平28.10. 1内   小   診療所
     津山ファミリークリニ津山市高野本郷１２７９番地２８常　勤:    2理事長　森　崇文 新規 現存
     ック (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008031,082,0 小畑醫院 〒708-0806 0868-27-2111医療法人仁聖会　理事小畑　尚宏 平29. 3.27一般 診療所
     津山市大田４５２－６ 常　勤:    3長　小畑　尚宏 移転     一般    19現存
     (医       3) 平29. 3.27内   小   リハ
     非常勤:    3 放   他   
     (医       3) 糖尿病内科、消
     化器内科、ペイ
     ンクリニック内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009031,083,8 わたなべ内科医院 〒708-0013 0868-28-5001医療法人　えしん会　渡邉　信介 平29. 7. 1内   診療所
     津山市二宮５３－６ 常　勤:    1わたなべ内科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　渡邉　信介 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010031,084,6 津山クリニック 〒708-0814 0868-35-2346社会福祉法人　藤暢会笹江　勇毅 平30. 1. 1内   形外 リウ診療所
     津山市東一宮２－８ 常　勤:    1　理事長　佐藤　宣義 新規 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011031,085,3 ひらいクリニック 〒709-3931 0868-42-3131医療法人　慈恵会　理平井　通博 平30. 4. 1内   外   整外診療所
     津山市加茂町中原６１ 常　勤:    1事長　平井　敏之 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012031,086,1 またの内科・循環器科〒708-0067 0868-22-4758医療法人しえな会　理俣野　茂 平30. 6. 1内   循   診療所
     クリニック 津山市新職人町１８－１ 常　勤:    1事長　俣野　茂 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1013040,096,9 中村医院 〒706-0151 0863-71-2217中村　一夫 中村　一夫 昭59. 5. 1内   胃   放  診療所
     玉野市長尾１９８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014040,117,3 大野眼科 〒706-0134 0863-71-4871大野　敦史 大野　敦史 平 4. 6. 1眼   診療所
     玉野市東高崎２６－２１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015040,123,1 東条小児科医院 〒706-0142 0863-71-5110東條　武彦 東條　武彦 平 6.12. 1小   診療所
     玉野市迫間字上川田２１３７－４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016040,124,9 木下耳鼻咽喉科クリニ〒706-0133 0863-71-5611木下　心 木下　心 平 7. 2. 1耳い 診療所
     ック 玉野市宇藤木５５０－３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017040,129,8 田川医院 〒706-0021 0863-81-8345田川　桂一郎 田川　桂一郎 平 8. 6. 1内   小   胃  診療所
     玉野市和田１－６－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018040,130,6 水田小児科医院 〒706-0011 0863-31-1350水田　俊 水田　俊 平 8. 7. 1小   診療所
     玉野市宇野８－２－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019040,134,8 やすとみ皮膚科 〒706-0142 086-371-6800安富　弘 安富　弘 平 9. 5. 1皮   診療所
     玉野市迫間２２８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020040,137,1 たなべ内科 〒706-0221 0863-51-3600田辺　潤 田辺　潤 平10.12. 1内   循   呼  診療所
     玉野市八浜町八浜１４８４－１ 常　勤:    1 新規 消   小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021040,139,7 竹原内科医院 〒706-0142 0863-71-0101竹原　一郎 竹原　一郎 平12.12. 1内   放   リハ診療所
     玉野市迫間２２８０－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022040,141,3 原田内科クリニック 〒706-0011 0863-31-1717原田　淳一 原田　淳一 平15.11. 1内   呼   消  診療所
     玉野市宇野２丁目３７－１８ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023040,145,4 森口皮膚科医院 〒706-0001 0863-33-9122香曽我部　幸 香曽我部　幸 平27. 5. 1皮   診療所
     玉野市田井５－３－２２－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
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 1024041,001,8 医療法人愛善会　由良〒706-0023 0863-81-7125医療法人愛善会　理事佐藤　由樹 昭32. 8. 1一般 病院
     病院 玉野市深井町１１番１３号 常　勤:    6長　佐藤　幹雄     一般    42現存
     (医       5) 平29. 8. 1精神       135
     (薬       1) 内   精   神内
     非常勤:   11 消   循   整外
     (医      11) リハ 放   心内
     リウ 
     糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025041,004,2 玉野三井病院 〒706-0012 0863-31-4187株式会社三井Ｅ＆Ｓホ磯島　浩二 昭32.10. 1一般        93病院
     (045,004,4) 玉野市玉３－２－１ 常　勤:   12ールディングス　常務 療養        50現存
     (医       8)執行役員所長　田中　 平29.10. 1内   外   整外
     (歯       1)孝雄 眼   耳い 放  
     (薬       3) 歯   麻   
     非常勤:   23
     (医      19)
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026041,008,3 財団法人　浅羽医学研〒706-0001 0863-32-1122一般財団法人　浅羽医浅羽　敬之 昭38. 6.17精神       155病院
     究所　附属岡南病院 玉野市田井２丁目４５８４ 常　勤:    4学研究所　理事長　浅 精   麻   内  現存
     (医       2)羽　敬之 平29. 6.17
     (薬       2)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027041,012,5 医療法人社団恵誠会　〒706-0001 0863-33-9333医療法人社団恵誠会　大西　敦之 昭63. 5. 1一般 病院
     大西病院 玉野市田井３丁目８－１１ 常　勤:    4大西病院　理事長　大     一般    44現存
     (医       3)西　敦之 平30. 5. 1内   胃   外  
     (薬       1) 整外 こう 麻  
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028041,014,1 医療法人大智会　高橋〒706-0001 0863-31-8733医療法人大智会　高橋高橋　武代 平元. 7. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 玉野市田井４－１－１９ 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 現存
     (医       1)長　高橋　武代 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029041,015,8 医療法人滋正会　井上〒706-0011 0863-32-0831医療法人滋正会　井上井上　滋夫 平元. 7. 1内   消   診療所
     クリニック 玉野市宇野１－１２－２７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)井上　滋夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030041,017,4 北興診療所 〒706-0305 0863-41-1515北興化学工業株式会社近藤　香 平 2. 3. 1内   他   診療所
     玉野市胸上４０２番地 常　勤:    1岡山工場　執行役員岡 現存
     (医       1)山工場長　西山　浩二 平29. 3. 1
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 1031041,018,2 医療法人吉備会　中谷〒706-0001 0863-31-2323医療法人　吉備会　理中谷　紳 平 2.10. 1一般        45病院
     外科病院 玉野市田井３丁目１番２０号 常　勤:    5事長　中谷　紳 外   胃   整外現存
     (医       3) 平29.10. 1こう 麻   リハ
     (薬       2) 内   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032041,020,8 医療法人松尾医院 〒706-0011 0863-32-4662医療法人　松尾医院　松尾　洋二 平 3. 5. 1外   胃   整外診療所
     玉野市宇野１－３４－１０ 常　勤:    1理事長　松尾　洋二 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033041,021,6 医療法人杏会　東医院〒706-0014 0863-31-7811医療法人杏会　東医院東　悟 平 3. 9. 1内   小   放  診療所
     玉野市玉原２丁目６番１０号 常　勤:    1　理事長　東　悟 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034041,022,4 医療法人山彦会　山田〒706-0021 0863-81-7197医療法人山彦会　理事山田　眞人 平 4. 4. 1外   胃   循  診療所
     外科医院 玉野市和田３－１９－１ 常　勤:    2長　山田　眞人 形外 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035041,024,0 ナイカイ塩業診療所 〒706-0305 0863-41-1501ナイカイ塩業（株）　近藤　潤次 平 4.12. 1内   診療所
     玉野市胸上２７２１ 常　勤:    1取締役社長　野崎　泰 現存
     (医       1)彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036041,025,7 医療法人　近藤医院 〒706-0312 086-341-1061医療法人　近藤医院　近藤　香 平 5. 5. 1内   外   整外診療所
     玉野市東田井地１３９８ 常　勤:    2理事長　近藤　香 リハ 放   小  現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037041,027,3 医療法人　みやもと整〒706-0131 0863-71-3030医療法人　みやもと整宮本　義文 平 5.12. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 玉野市東紅陽台１－１９－３２５常　勤:    1形外科　理事長　宮本 現存
     (医       1)　義文 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038041,028,1 医療法人　井上内科医〒706-0012 086-321-2074医療法人　井上内科医渡邉　正俊 平 6. 5. 2内   放   小  診療所
     院 玉野市玉２丁目１２番１０号 常　勤:    1院　理事長　渡邉　正 リウ 呼   現存
     (医       1)俊 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039041,029,9 医療法人　小野田耳鼻〒706-0012 086-331-6330医療法人　小野田耳鼻小野田　友男 平 6. 6. 1耳い 診療所
     咽喉科医院 玉野市玉６－８－６ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)小野田　友男 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040041,033,1 医療法人片山産婦人科〒706-0151 0863-71-4688医療法人片山産婦人科片山　滋 平 7. 3. 1一般         7診療所
     玉野市長尾２２９－１ 常　勤:    1　理事長　片山　滋 産婦 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
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 1041041,034,9 医療法人むつみ会　長〒706-0132 0863-71-4800医療法人むつみ会　長長崎　貞臣 平 7.12. 1内   リハ 放  診療所
     崎医院 玉野市用吉１６７６ 常　勤:    1崎医院　理事長　長崎 他   現存
     (医       1)　貞臣 平28.12. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042041,035,6 医療法人　油原医院 〒706-0021 0863-81-8235医療法人　油原医院　油原　章 平 8. 7. 1内   小   婦  診療所
     玉野市和田１－９－５ 常　勤:    1理事長　油原　章 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043041,036,4 医療法人　石井徹顕・〒706-0002 0863-21-2743医療法人　石井徹顕・浅野　太郎 平 8. 8. 1内   診療所
     石井雅枝記念石井医院玉野市築港１丁目５番３３号 常　勤:    1石井雅枝記念石井医院 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　浅野　太郎 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044041,037,2 医療法人眼科康誠会　〒706-0011 0863-31-1030医療法人眼科康誠会　井上　康 平 8. 8. 1一般         6診療所
     井上眼科 玉野市宇野１丁目１４番３１号 常　勤:    1理事長　井上　康 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045041,039,8 医療法人こまくさ会　〒706-0011 0863-32-5144医療法人こまくさ会　河口　礼子 平 9.10. 1精   心内 内  診療所
     河口医院 玉野市宇野５丁目１番１号 常　勤:    2河口医院　理事長　河 移転 現存
     (医       2)口　礼子 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046041,040,6 医療法人いずみ会　三〒706-0141 0863-71-2277医療法人いずみ会　三三宅　一昌 平10. 1. 1内   外   整外診療所
     宅内科外科医院 玉野市槌ケ原１０１７番地 常　勤:    2宅内科外科医院　理事 組織変更 小   現存
     (医       2)長　三宅　一昌 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047041,041,4 医療法人春洋会　青井〒706-0011 0863-21-4370医療法人春洋会　青井青井　一展 平10. 5. 1内   心内 神  診療所
     医院 玉野市宇野２丁目３２－７ 常　勤:    1医院　理事長　青井　 組織変更 精   皮   現存
     (医       1)一展 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048041,043,0 医療法人　のうの小児〒706-0001 0863-33-9888医療法人　のうの小児濃野　信 平10.12. 1小   他   診療所
     科医院 玉野市田井５丁目２４番３５号 常　勤:    1科医院　理事長　濃野 組織変更 現存
     (医       1)　信 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049041,044,8 佐野整形外科医院 〒706-0011 0863-21-2924医療法人　佐野整形外佐野　研二 平11. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     玉野市宇野１丁目２６番３号 常　勤:    1科医院　理事長　佐野 組織変更 現存
     (医       1)　研二 平29. 1. 1
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 1050041,045,5 満木内科小児科 〒706-0132 0863-71-0747医療法人社団　満木内満木　久美 平11. 5. 1内   小   診療所
     玉野市用吉１６８１番地の１ 常　勤:    1科小児科　理事長　満 組織変更 現存
     (医       1)木　久美 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051041,047,1 医療法人　玉野中央病〒706-0002 0863-31-1011医療法人　玉野中央病益田　俊樹 平14. 6. 1療養 病院
     院 玉野市築港１－１５－３ 常　勤:    4院　理事長　岡　紀美 組織変更     療養    42現存
     (医       3)男 平26. 6. 1精神
     (薬       1)     精神    51
     非常勤:   14 内   胃   精  
     (医      14) 皮   心内 神  
     呼   消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052041,048,9 宇野八丁目クリニック〒706-0011 0863-33-8080医療法人　宇野八丁目黒住　要 平17.12. 1内   消   循  診療所
     玉野市宇野８－１９－３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   現存
     (医       1)黒住　要 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053041,049,7 山下泌尿器科 〒706-0011 0863-33-5020医療法人東行会　山下山下　良孝 平18. 2. 1ひ   麻   診療所
     玉野市宇野１－１５－２８ 常　勤:    1泌尿器科　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)下　良孝 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054041,050,5 たまメディカルリハビ〒706-0012 0863-31-6803医療法人　典悠会たま佐伯　光崇 平19. 4. 1一般        19診療所
     リテーションクリニッ玉野市玉２－２５－１９ 常　勤:    1メディカルリハビリテ 組織変更 整外 リハ 現存
     ク (医       1)ーションク　理事長　 平25. 4. 1
     非常勤:    1佐伯　光崇
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055041,054,7 医療法人晴寿会　海岸〒706-0011 0863-31-3400医療法人　晴寿会　理市川　晴夫 平22. 3. 1内   診療所
     通りクリニック 玉野市宇野１－４２－２６ 常　勤:    2事長　市川　晴夫 移転 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056041,055,4 医療法人　こやま医院〒706-0222 0863-51-3333医療法人　こやま医院古山　義光 平22. 5. 1内   小   外  診療所
     玉野市八浜町見石１６０７－３ 常　勤:    1　理事長　古山　義光 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057041,056,2 せいきょう玉野診療所〒706-0026 0863-81-1696岡山医療生活協同組合谷口　英人 平23. 1. 1内   診療所
     玉野市羽根崎町５－１０ 常　勤:    1　代表理事　髙橋　淳 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1058041,062,0 ハーヴィスクリニック〒706-0134 0863-73-5531医療法人ブランドル医佐能　孝 平29. 9. 1内   診療所
     玉野市東高崎２４番８ 常　勤:    1会　理事長　佐能　孝 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059050,055,2 荒木医院 〒714-0081 0865-62-3882荒木　眞一 荒木　眞一 昭39. 3. 1皮   ひ   産婦診療所
     笠岡市笠岡２５６ー２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060050,077,6 鈴木医院 〒714-0031 0865-67-2315鈴木　紘一 鈴木　紘一 昭54. 2. 1胃   外   整外診療所
     笠岡市西大島新田１０８番地 常　勤:    1 皮   ひ   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061050,096,6 植木内科 〒714-0001 086-565-0601植木　康文 植木　康文 平 6. 4. 1内   診療所
     笠岡市走出５７１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062050,102,2 渡辺クリニック 〒714-0088 0865-62-2319渡辺　恭行 渡辺　恭行 平 8. 7. 1内   小   リハ診療所
     笠岡市中央町２－８ 常　勤:    3 交代 アレ 他   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063050,103,0 笠岡大﨑整形外科 〒714-0074 0865-69-6060大﨑　和彦 大﨑　和彦 平 8.10. 1外   整外 リハ診療所
     笠岡市吉浜２４８５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064050,106,3 木野山医院 〒714-0031 0865-67-0852木野山　真吾 木野山　真吾 平12. 1. 1内   消   呼  診療所
     笠岡市西大島新田６４９番地 常　勤:    1 新規 アレ 小   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065050,108,9 坪田医院 〒714-0033 0865-67-0358坪田　淳 坪田　淳 平13. 1. 5内   循   小  診療所
     笠岡市大島中８３６２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066050,109,7 谷口クリニック 〒714-0057 0865-66-0517谷口　正人 谷口　正人 平14. 4. 1内   小   リハ診療所
     笠岡市金浦１１１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067050,111,3 安倍医院 〒714-0034 0865-67-5112安倍　憲二 安倍　憲二 平17. 4. 1内   診療所
     笠岡市神島外浦１１９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068050,112,1 豊浦分院 〒714-0301 090-97384229安倍　憲二 安倍　憲二 平17. 5. 1内   診療所
     笠岡市北木島町９７６８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 1069050,116,2 みやけこどもクリニッ〒714-0092 0865-67-7755三宅　陽子 三宅　陽子 平19.11. 1小   アレ 診療所
     ク 笠岡市富岡２５６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070050,118,8 西井クリニック 〒714-0081 0865-63-9002西井　保行 西井　保行 平20. 4. 1内   心内 精  診療所
     笠岡市笠岡６１５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071051,006,4 公益財団法人仁和会　〒714-0021 0865-62-5321公益財団法人仁和会　野村　晃 昭32.10. 1精神       329病院
     (055,006,6) ももの里病院 笠岡市園井２２６３ 常　勤:   13代表理事　長瀬　輝諠 精   歯   心内現存
     (医       9) 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072051,009,8 医療法人社団清和会　〒714-0043 0865-67-0211医療法人社団清和会　橋詰　博行 昭35.12. 1一般       148病院
     (055,009,0) 笠岡第一病院 笠岡市横島１９４５ 常　勤:   21笠岡第一病院　理事長 内   呼内 他  現存
     (医      18)　宮島　厚介 平29.12. 1神内 皮   小  
     (歯       1) 外   心外 ひ  
     (薬       2) 脳外 整外 形外
     非常勤:   60 眼   リハ 放  
     (医      59) 麻   歯   
     (歯       1) 循環器内科、消
     化器内科、肝臓
     内科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073051,015,5 医療法人社団清和会　〒714-0083 0865-62-5588医療法人社団清和会　矢木　晋 昭41. 3. 1内   診療所
     笠岡第一病院健康管理笠岡市二番町２－９ 常　勤:    2理事長　宮島　厚介 現存
     センター (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074051,022,1 医療法人緑十字会　笠〒714-0081 0865-62-5121医療法人緑十字会　笠小野　泰生 昭56. 8. 1一般        60病院
     (055,022,3) 岡中央病院 笠岡市笠岡５１０２－１４ 常　勤:    9岡中央病院　理事長　 内   胃   小  現存
     (医       6)小野　泰生 平29. 8. 1外   整外 こう
     (歯       1) 歯   皮   リハ
     (薬       2) 循   
     非常勤:   28
     (医      26)
     (歯       1)
     (薬       1)
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 1075051,024,7 きのこエスポアール病〒714-0071 0865-63-0727医療法人社団　きのこ佐々木　健 昭62. 5. 1精神       120病院
     院 笠岡市東大戸２９０８番地 常　勤:    6会　理事長　佐々木　 精神        60現存
     (医       4)健 平29. 5. 1内   精   神  
     (薬       2) リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076051,026,2 医療法人　斎藤内科消〒714-0086 0865-62-3356医療法人　斎藤内科消齋藤　誠二 平元. 7. 1内   消   循  診療所
     化器科 笠岡市五番町６－１０ 常　勤:    2化器科　理事長　齋藤 呼   放   小  現存
     (医       2)　誠二 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077051,027,0 医療法人社団　平山内〒714-0011 0865-65-1110医療法人社団　平山内平山　東 平 2.10. 1内   整外 リハ診療所
     科整形外科クリニック笠岡市吉田３７番地の２ 常　勤:    1科整形外科クリニック リウ 現存
     (医       1)　理事長　平山　東 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078051,028,8 医療法人　武田耳鼻咽〒714-0083 0865-63-3387医療法人　武田耳鼻咽武田　恒雄 平 3. 9. 1耳い 診療所
     喉科医院 笠岡市二番町７－９ 常　勤:    1喉科医院　理事長　武 現存
     (医       1)田　恒雄 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079051,030,4 西井ウイメンズクリニ〒714-0088 0865-62-3249医療法人　西井産婦人西井　英 平 4.11. 1一般        16診療所
     ツク 笠岡市中央町２番地の１１ 常　勤:    2科　理事長　西井　英 産   婦   現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080051,033,8 医療法人小田内科医院〒714-0092 0865-67-5511医療法人小田内科医院小田　康広 平 7. 4. 1内   小   リハ診療所
     笠岡市富岡２６５－７ 常　勤:    1　理事長　小田　康広 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081051,034,6 医療法人さくらい内科〒714-0074 0865-66-4800医療法人さくらい内科櫻井　信男 平 7. 5. 1内   呼   消  診療所
     小児科医院　金浦診療笠岡市吉浜２４８３－５ 常　勤:    2小児科医院　理事長　 小   リハ 現存
     所 (医       2)櫻井　信男 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082051,035,3 医療法人さくらい内科〒714-0062 0865-66-5000医療法人さくらい内科櫻井　信男 平 7. 5. 1内   呼   小  診療所
     小児科医院　茂平診療笠岡市茂平１９７０ 常　勤:    2小児科医院　理事長　 リハ 消   現存
     所 (医       2)櫻井　信男 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083051,037,9 村上脳神経外科内科 〒714-0013 0865-69-2345医療法人　村上脳神経村上　裕二 平12. 5. 1一般        19診療所
     笠岡市大井南２８番地の４ 常　勤:    2外科内科　理事長　村 組織変更 神内 脳外 内  現存
     (医       2)上　裕二 平30. 5. 1放   リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1084051,038,7 猪木医院 〒714-0098 0865-62-3737医療法人　猪木医院　猪木　篤弘 平13. 5. 1内   小   呼  診療所
     笠岡市十一番町１番地の７ 常　勤:    1理事長　猪木　篤弘 組織変更 アレ リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085051,041,1 さなだ耳鼻咽喉科医院〒714-0081 0865-62-2836医療法人さなだ耳鼻咽眞田　友明 平14. 9. 1耳い 診療所
     笠岡市笠岡２２６５－２ 常　勤:    1喉科医院　理事長　眞 組織変更 現存
     (医       1)田　友明 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086051,042,9 笠岡えきまえクリニッ〒714-0088 0865-63-6010公益財団法人　仁和会井上　典彦 平18. 4. 1精   心内 診療所
     ク 笠岡市中央町２８－１ 常　勤:    1　理事長　長瀬　輝諠 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087051,043,7 永山眼科クリニック 〒714-0086 0865-62-3123医療法人　永山眼科ク永山　幹夫 平19. 4. 1眼   診療所
     笠岡市五番町３－２ 常　勤:    2リニック　理事長　永 組織変更 現存
     (医       2)山　幹夫 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088051,044,5 エムシー・ファーティ〒714-0034 0865-67-2009エムシー・ファーティ鈴木　絋一 平20. 8. 1外   胃   整外診療所
     コム株式会社神島工場笠岡市神島外浦３２３０－１ 常　勤:    1コム株式会社神島工場 組織変更 皮ひ 現存
     診療所 (医       1)　工場長　生駒　要治 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089051,045,2 おぐるすハートクリニ〒714-0096 0865-63-0100医療法人おぐるすハー小栗栖　千雅 平21.10. 1内   小   リハ診療所
     ック内科循環器呼吸器笠岡市九番町２－２ 常　勤:    1トクリニック内科循環 組織変更 他   現存
     科 (医       1)器呼吸器科　理事長　 平27.10. 1
     小栗栖　千雅
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090051,046,0 はらだ眼科 〒714-0088 0865-62-5672医療法人はらだ眼科　原田　義弘 平28.10. 1眼   診療所
     笠岡市中央町３５番地３ 常　勤:    1理事長　原田　義弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091070,046,7 大山胃腸科放射線科内〒715-0006 0866-65-0065大山　泰 大山　泰 平 7. 7. 1内   小   胃  診療所
     科 井原市西江原町１４７０－１ 常　勤:    1 リハ 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092070,047,5 平木眼科医院 〒715-0014 0866-65-0506平木　泰典 平木　泰典 平12. 3. 1一般         5診療所
     井原市七日市町１３２番地 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1093070,048,3 青木内科 〒715-0024 0866-67-3138青木　光正 青木　光正 平13. 2. 1内   小   診療所
     井原市高屋町四丁目２４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094070,049,1 井原腎泌尿器科クリニ〒715-0021 0866-62-2960西村　元一 西村　元一 平18. 5. 1ひ   性   内  診療所
     ック 井原市上出部町５１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095071,003,7 医療法人社団　菅病院〒715-0019 0866-62-2831医療法人社団　菅病院溝口　博喜 昭52. 4. 1一般        32病院
     井原市井原町１２４ 常　勤:    4　理事長　溝口　博喜 療養        27現存
     (医       3) 平28. 4. 1内   胃   循  
     (薬       1) 小   放   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096071,004,5 きのこ診療所 〒715-0015 0866-62-7020医療法人社団きのこ会加藤　知之 昭62. 5. 1内   精   神  診療所
     井原市西方町１４２５－１ 常　勤:    3　理事長　佐々木　健 リハ 耳い 現存
     (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097071,005,2 長尾整形外科リハビリ〒715-0006 0866-62-2510医療法人知水会　長尾長尾　知之 平 2. 4. 1整外 リハ 診療所
     テーション科 井原市西江原町８６７の１ 常　勤:    1外科　理事長　長尾　 現存
     (医       1)知之 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098071,008,6 井原第一クリニック 〒715-0024 0866-67-0331医療法人弘智会　理事宮口　直之 平 2. 7. 1一般        19診療所
     井原市高屋町１２７番地－１ 常　勤:    2長　宮口　直之 外   小   内  現存
     (医       2) 平29. 7. 1整外 脳外 リハ
     非常勤:    3 アレ 他   
     (医       3) 胃腸外科、胃腸
     内科、肛門外科
     、呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099071,009,4 医療法人社団國司会　〒715-0006 0866-63-0739医療法人社団國司会　國司　研介 平 3. 9. 1内   胃   小  診療所
     國司内科医院 井原市西江原町１７９７ー１ 常　勤:    1國司内科医院　理事長 リハ 現存
     (医       1)　國司　研介 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100071,010,2 医療法人　大山眼科 〒715-0019 0866-63-1313医療法人　大山眼科　大山　明子 平 3. 9. 1一般         6診療所
     井原市井原町１２２８番地の２ 常　勤:    1理事長　大山　明子 眼   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1101071,012,8 医療法人おだうじ会　〒715-0019 0866-62-1355医療法人おだうじ会　小田　健司 平 6. 5. 1一般        33病院
     小田病院 井原市井原町５８２番地 常　勤:    3小田病院　理事長　小 胃   外   整外現存
     (医       2)田　健司 平30. 5. 1麻   耳い こう
     (薬       1) 気食 
     非常勤:   17
     (医      16)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102071,013,6 医療法人平允会　森本〒715-0021 0866-62-6000医療法人平允会　森本森本　裕樹 平 8. 1. 1一般        19診療所
     整形外科医院 井原市上出部町４７３番地 常　勤:    4整形外科医院　理事長 整外 皮   リハ現存
     (医       4)　森本　允裕 平29. 1. 1リウ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103071,015,1 医療法人　ほそや医院〒715-0014 0866-62-1373医療法人　ほそや医院細谷　正晴 平11. 5. 1内   小   皮  診療所
     井原市七日市町１０２番地 常　勤:    1　理事長　細谷　正晴 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104071,016,9 医療法人　原田内科医〒715-0006 0866-63-1620医療法人　原田内科医原田　寛 平12. 4. 1内   小   放  診療所
     院 井原市西江原町８５１－１ 常　勤:    1院　理事長　原田　寛 組織変更 呼   アレ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105071,017,7 鳥越医院 〒715-0025 0866-63-1656医療法人恵真会鳥越医鳥越　恵治郎 平15.10. 1内   リハ 麻  診療所
     井原市笹賀町２丁目２１番地の３常　勤:    1院　理事長　鳥越　恵 組織変更 現存
     (医       1)治郎 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106071,018,5 タカヤクリニック 〒715-0024 0866-67-0011医療法人社団清和会　木曽　光則 平23.10. 3他   診療所
     井原市高屋町３－２４－１０ 常　勤:    1理事長　宮島　厚介 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 3
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107071,019,3 前谷内科クリニック 〒715-0006 0866-63-4888医療法人　ＭＭＣ　理前谷　繁 平30. 5. 1内   アレ 小  診療所
     井原市西江原町６６６－１ 常　勤:    1事長　前谷　繁 組織変更 循環器内科、胃現存
     (医       1) 平30. 5. 1腸内科、呼吸器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108080,070,5 渡辺医院 〒719-1134 0866-92-7222渡辺　哲也 渡辺　哲也 平 3. 9. 1胃   外   整外診療所
     総社市真壁１５１－５ 常　勤:    1 リハ 麻   内  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1109080,085,3 くにとみクリニック 〒719-1156 0866-92-0255國富　慎一郎 國富　慎一郎 平13. 5. 1一般        17診療所
     総社市門田７８－１ 常　勤:    2 新規 産婦 小   内  現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110080,088,7 きび皮膚科形成外科ク〒719-1131 0866-90-2007漆原　嘉奈子 漆原　嘉奈子 平16. 4. 1皮   形外 診療所
     リニック 総社市中央２丁目６－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111080,093,7 みやした内科医院 〒719-1134 0866-95-2860宮下　浩明 宮下　浩明 平25. 4. 8内   診療所
     総社市真壁１２３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112080,095,2 しおつか泌尿器科クリ〒719-1114 0866-90-0055塩塚　洋一 塩塚　洋一 平27. 3. 2ひ   診療所
     ニック 総社市金井戸１６８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113080,096,0 アキクリニック 〒719-1131 0866-94-1208藤井　秀昭 藤井　秀昭 平30. 5. 1整外 外   内  診療所
     総社市中央３－１１－１０２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114081,001,9 医療法人仁徳会　森下〒719-1136 0866-92-0591医療法人仁徳会　森下森下　紀夫 昭32. 9. 1一般 病院
     病院 総社市駅前１丁目６－１ 常　勤:    7病院　理事長　森下　     一般    38現存
     (医       5)紀夫 平29. 9. 1療養
     (薬       2)     療養    26
     非常勤:   17 内   外   整外
     (医      16) ひ   皮   リハ
     (薬       1) 他   
     老年内科、消化
     器外科、消化器
     内科、呼吸器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115081,003,5 医療法人行堂会　長野〒719-1126 0866-92-2361医療法人行堂会　理事長野　秀樹 昭35. 1. 1療養        86病院
     病院 総社市総社２－２２－４３ 常　勤:    5長　長野　仁 内   外   放  現存
     (医       4) 平29. 1. 1リハ 形外 
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      22)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1116081,005,0 医療法人慈恵会　薬師〒719-1126 0866-92-0146医療法人薬師寺慈恵会薬師寺　公一 昭43. 8. 1一般        31病院
     寺慈恵病院 総社市総社１－１７－２５ 常　勤:    2　理事長　薬師寺　公 療養        33現存
     (医       2)一 平28. 8. 1内   外   整外
     非常勤:    5 脳外 麻   他  
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117081,010,0 医療法人杉の会　杉本〒719-1136 0866-92-1000医療法人杉の会　杉本杉本　太郎 平元. 5. 1内   診療所
     クリニック 総社市駅前２－１８－２１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)杉本　太郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118081,011,8 医療法人明清会　鍋島〒719-1136 0866-93-3555医療法人明清会　鍋島鍋島　義明 平元. 6.23眼   診療所
     眼科診療所 総社市駅前１丁目３番２５号 常　勤:    1眼科診療所　理事長　 現存
     (医       1)鍋島　義明 平28. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119081,012,6 医療法人　昭和医院 〒719-1311 0866-99-2762医療法人　昭和医院　橋本　信太郎 平元.10. 1内   小   診療所
     総社市美袋１２６７ 常　勤:    1理事長　橋本　信太郎 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120081,013,4 医療法人雄栄会　角田〒719-1131 0866-93-1288医療法人雄栄会　理事角田　光男 平 2. 9. 1一般        19診療所
     医院 総社市中央３丁目３番の１１３ 常　勤:    1長　角田　光男 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平29. 9. 1循   小   リハ
     非常勤:    3 放   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121081,014,2 医療法人　寺島耳鼻咽〒719-1131 0866-92-1300医療法人　寺島耳鼻咽寺島　直之 平 3. 9. 1耳い 診療所
     喉科医院 総社市中央２丁目１５ー２８ 常　勤:    2喉科医院　理事長　寺 現存
     (医       2)島　直之 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122081,015,9 医療法人健奉会　谷向〒719-1125 0866-94-8801医療法人健奉会　理事谷向　健 平 5. 6. 1内   呼   アレ診療所
     内科 総社市井手１２０８番地の２ 常　勤:    1長　谷向　健 皮   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123081,017,5 医療法人　友野内科医〒719-1144 0866-92-8822医療法人　友野内科医友野　勤 平 6. 9. 1内   小   リハ診療所
     院 総社市富原３４４－１ 常　勤:    2院　理事長　友野　勤 消   胃   循  現存
     (医       1) 平24. 9. 1皮   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124081,018,3 医療法人　薬師寺医院〒719-1131 0866-93-6555医療法人　薬剤寺医院薬師寺　渉 平 6. 9. 1内   小   診療所
     総社市中央１丁目２２－１０３ 常　勤:    1　理事長　薬師寺　渉 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1125081,019,1 医療法人弘友会　泉ク〒719-1155 0866-94-5050医療法人　弘友会　理秋山　公祐 平 7. 7. 1一般        19診療所
     リニック 総社市小寺９９５－１ 常　勤:    6事長　村上　和春 内   外   整外現存
     (医       4) 平28. 7. 1理学療法科
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126081,020,9 医療法人　さかえ外科〒719-1134 0866-93-8800医療法人　さかえ外科榮　康行 平 8. 1. 1一般        19診療所
     内科クリニック 総社市真壁２１２ 常　勤:    1内科クリニック　理事 内   外   整外現存
     (医       1)長　榮　康行 平29. 1. 1胃   こう リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127081,022,5 三宅内科小児科医院 〒719-1125 0866-93-8511医療法人真周会　理事三宅　周 平 9. 5. 1内   小   リハ診療所
     総社市井手９１９番地 常　勤:    2長　三宅　周 組織変更 放   胃   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128081,023,3 医療法人　谷口レディ〒719-1134 086-694-3300医療法人　谷口レディ谷口　勝紀 平 9. 8. 1一般        12診療所
     スクリニック 総社市真壁２１３ 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　谷口　勝紀 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129081,024,1 医療法人　やまもと医〒719-1132 086-693-7773医療法人　やまもと医山本　優 平 9. 8. 1胃   外   内  診療所
     院 総社市三輪６１８ 常　勤:    2院　理事長　山本　優 組織変更 放   小   リハ現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130081,026,6 松尾皮膚科医院 〒719-1126 0866-93-3188医療法人明徳会　理事菅田　明子 平11. 1. 1皮   診療所
     総社市総社二丁目２３番１４号 常　勤:    2長　菅田　明子 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131081,028,2 平川内科クリニック 〒710-1201 0866-96-2002医療法人仁礼会　理事平川　秀三 平12. 3. 1内   消   小  診療所
     総社市久代４９６４－１ 常　勤:    1長　平川　秀三 組織変更 放   リハ 他  現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132081,031,6 医療法人　すぎもと眼〒719-1134 0866-94-5550医療法人　すぎもと眼杉本　学 平12. 5. 1一般         5診療所
     科医院 総社市真壁１５８－５ 常　勤:    1科医院　理事長　杉本 組織変更 眼   現存
     (医       1)　学 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133081,032,4 ふじかわ眼科 〒719-1155 086-693-0047医療法人眼科新星会　藤川　えつこ 平12. 8. 1一般         8診療所
     総社市小寺７－７ 常　勤:    2理事長　藤川　裕介 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1134081,035,7 医療法人謙晋会　服部〒719-1125 0866-94-8887医療法人謙晋会　理事服部　謙志 平13. 9. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 総社市井手１２０８－３ 常　勤:    1長　服部　謙志 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135081,036,5 こうら整形外科 〒719-1131 0866-90-2020医療法人宏厚会　理事小浦　宏 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     総社市中央６丁目１０－１０３ 常　勤:    1長　小浦　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136081,037,3 旦医院 〒719-1311 0866-99-1120医療法人旦医院　理事旦　明良 平16. 1. 1内   小   診療所
     総社市美袋１７９２－１ 常　勤:    1長　旦　明良 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137081,038,1 医療法人やまてクリニ〒719-1162 0866-92-9200医療法人　やまてクリ平山　昇求 平17. 5. 1内   神内 リハ診療所
     ック 総社市岡谷１２１－６ 常　勤:    1ニック　理事長　平山 組織変更 現存
     (医       1)　昇求 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138081,039,9 原田整形外科医院 〒719-1125 0866-94-8881医療法人　原田整形外原田　育生 平18. 5. 1一般 診療所
     総社市井手１２０８－２ 常　勤:    1科　理事長　原田　育 組織変更     一般    19現存
     (医       1)生 平30. 5. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139081,041,5 杉生クリニック 〒719-1124 0866-92-0252医療法人　革斉会　理杉生　訓昭 平18.12. 1一般 診療所
     総社市三須１３４２ 常　勤:    1事長　杉生　訓昭 新規     一般     9現存
     (医       1) 平24.12. 1療養
     非常勤:    1     療養    10
     (医       1) 内   胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140081,042,3 医療法人孝秀会　パー〒719-1136 0866-92-3661医療法人　孝秀会　理廣澤　秀昭 平19. 2.23内   外   リハ診療所
     ク統合クリニック 総社市駅前２－１７－１ 常　勤:    1事長　廣澤　秀昭 移転 心内 他   現存
     (医       1) 平25. 2.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141081,043,1 清音クリニック 〒719-1171 0866-94-4111医療法人　清音クリニ長谷　敏明 平19. 4. 1内   循   小  診療所
     総社市清音三因６０６－１ 常　勤:    2ック　理事長　長谷　 組織変更 アレ 現存
     (医       2)敏明 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142081,044,9 こころの医療　クリニ〒719-1136 0866-94-1900医療法人梁風会　理事難波　達顕 平20.12. 1精   神   心内診療所
     ック総社 総社市駅前２－２－１０ 常　勤:    1長　戸田　俊介 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 1143081,045,6 総社みみ・はな・のど〒719-1126 0866-90-3387医療法人エイチ・ツー服部　央 平24. 6.11耳い アレ 診療所
     クリニック 総社市総社２－２０－１０ 常　勤:    1　理事長　服部　央 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144081,046,4 診療ドクター杉生 〒719-1156 0866-92-5771医療法人診療ドクター杉生　祐史 平25.10. 1一般 診療所
     総社市門田３１５ 常　勤:    2杉生　理事長　杉生　 組織変更     一般    19現存
     (医       2)祐史 平25.10. 1内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145081,047,2 高杉こどもクリニック〒719-1125 0866-94-8839医療法人髙杉会　理事髙杉　尚志 平25. 9. 1小   他   診療所
     総社市井手５８５番地１ 常　勤:    1長　髙杉　尚志 組織変更 小児循環器内科現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146081,048,0 藤井クリニック 〒719-1132 0866-31-7616医療法人ときわ会　理藤井　基弘 平28. 4. 1内   小   整外診療所
     総社市三輪１０２２番地２ 常　勤:    3事長　藤井　基弘 組織変更 リハ 麻   現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147081,049,8 あさのクリニック 〒719-1131 0866-93-8808医療法人　サンズ　理淺野　直 平29. 5. 1内   診療所
     総社市中央２丁目３－５ 常　勤:    1事長　浅野　直 組織変更 老年精神科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148081,050,6 たなか耳鼻咽喉クリニ〒719-1131 0866-92-9500医療法人淳厚会　理事田中　文雄 平30. 1. 1耳い アレ 診療所
     ック 総社市中央３丁目１０－１０５ 常　勤:    1長　田中　文雄 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149090,025,7 渡辺医院 〒716-0024 0866-22-2073渡辺　弘 渡辺　弘 昭32. 9. 1内   婦   診療所
     高梁市大工町７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150090,045,5 桑内耳鼻咽喉科医院 〒716-0036 0866-22-2365桑内　隆郎 桑内　隆郎 昭57. 6. 1耳い 診療所
     高梁市松原通２０５０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151090,049,7 西医院 〒716-0014 0866-22-2820西　厚生 西　厚生 平 2. 4. 1一般         4診療所
     高梁市中之町２１ 常　勤:    1 療養        11現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1152090,053,9 備中整形外科 〒716-0111 0866-42-4311江草　敬治 江草　敬治 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     高梁市成羽町下原２５４ 常　勤:    3 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153091,007,4 医療法人清梁会　高梁〒716-0033 0866-22-3636医療法人　清梁会　理吉田　栄一 昭37. 1. 1一般 病院
     中央病院 高梁市南町５３番地 常　勤:   19事長　戸田　俊介     一般   116現存
     (医      16) 平28. 1. 1療養
     (薬       3)     療養    76
     非常勤:   49 外   内   脳外
     (医      48) 整外 ひ   放  
     (薬       1) 眼   皮   心内
     精   リハ 呼外
     リウ 耳い 他  
     消化器内科、消
     化器外科、肛門
     外科、循環器内
     科、呼吸
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154091,008,2 こころの医療　たいよ〒716-0061 0866-22-2217医療法人梁風会　理事原田　俊樹 昭40. 7. 1精神       240病院
     うの丘ホスピタル 高梁市落合町阿部２２００番地 常　勤:    7長　戸田　俊介 精   神   心内現存
     (医       4) 平28. 7. 1
     (薬       3)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155091,017,3 医療法人池田医院 〒716-0021 0866-22-2244医療法人池田医院　理池田　元子 平元. 5. 1内   小   放  診療所
     (095,017,5) 高梁市中間町５８番地 常　勤:    4事長　池田　元子 歯   矯歯 小歯現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156091,019,9 医療法人慶真会　大杉〒716-0028 0866-22-5155医療法人慶真会　理事大杉　紘 平 2. 9. 1一般 病院
     (095,019,1) 病院 高梁市柿木町２４ 常　勤:    6長　菅田　吉昭     一般    53現存
     (医       4) 平29. 9. 1療養        84
     (歯       2) 内   外   整外
     非常勤:   40 形外 皮   ひ  
     (医      40) リハ 放   麻  
     歯   他   
     胃腸内科　循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1157091,020,7 医療法人　仲田医院 〒716-0061 0866-22-0511医療法人　仲田医院　仲田　永造 平 5. 1. 1内   小   診療所
     高梁市落合町阿部１８９６番地 常　勤:    3理事長　仲田　永造 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158091,021,5 医療法人昌陽会　藤本〒716-0036 0866-22-3760医療法人昌陽会　藤本生田　夏実 平 6. 5. 1内   小   外  診療所
     診療所 高梁市松原通２１１３ 常　勤:    1診療所　理事長　生田 現存
     (医       1)　夏実 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159091,024,9 医療法人　野村医院 〒716-1311 086-625-0003医療法人　野村医院　野村　良明 平 8.12. 1内   外   診療所
     高梁市巨瀬町１６５０－１ 常　勤:    1理事長　野村　良明 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160091,025,6 三村医院 〒716-1311 0866-25-9010医療法人三渓会　理事三村　恭永 平10. 9. 1内   外   小  診療所
     高梁市巨瀬町５０８５－１ 常　勤:    1長　三村　恭永 組織変更 脳外 神内 リハ現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161091,026,4 医療法人　高梁整形外〒716-0011 0866-22-1531医療法人　高梁整形外小倉　丘 平10.12. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 高梁市本町１１－１ 常　勤:    2科医院　理事長　別宮 新規 現存
     (医       2)　博一 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162091,028,0 尾島クリニック 〒716-0028 0866-22-2385医療法人優輝会　尾島八代　義弘 平11. 5. 1一般        19診療所
     高梁市柿木町５ 常　勤:    2クリニック　理事長　 新規 産婦 現存
     (医       2)八代　義弘 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163091,030,6 ふじかわ眼科　高梁分〒716-0061 0866-21-2340医療法人眼科新星会　田村　直之 平14. 3. 1一般         6診療所
     院 高梁市落合町阿部５９９－１ 常　勤:    1理事長　藤川　裕介 新規 眼   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164100,058,6 長岡医院 〒718-0003 0867-72-0046長岡　巍 長岡　巍 平10. 4. 1消   内   外  診療所
     新見市高尾７６５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165100,062,8 みはら皮膚科 〒718-0003 0867-71-2101三原　基之 三原　基之 平17. 8. 1皮   診療所
     新見市高尾１９３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1166100,064,4 新見クリニック 〒718-0017 0867-72-8183仙田　哲朗 仙田　哲朗 平22. 5. 1他   診療所
     新見市西方４５０ 常　勤:    1 交代 人工透析内科 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167100,065,1 山本医院　耳・鼻・の〒718-0003 0867-88-8190山本　昌幸 山本　昌幸 平27. 7. 1耳い 内   診療所
     どクリニック 新見市高尾２４８８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168101,006,4 医療法人真生会　新見〒718-0011 0867-72-2110医療法人真生会　新見治徳　通博 昭39. 5. 1一般 病院
     中央病院 新見市新見８２７の１ 常　勤:    4中央病院　理事長　治     一般    59現存
     (医       3)徳　通博 平30. 5. 1療養
     (薬       1)     療養    56
     非常勤:   57 内   小   外  
     (医      57) ひ   眼   耳い
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169101,017,1 医療法人　上江洲医院〒718-0015 0867-76-1835医療法人　上江洲医院上江洲　篤郎 平 3. 9. 1内   診療所
     新見市石蟹６０ 常　勤:    1　理事長　上江洲　篤 現存
     (医       1)郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170101,018,9 医療法人　上江洲医院〒718-0012 0867-76-1822医療法人　上江洲医院上江洲　篤郎 平 3. 9. 1内   診療所
     　唐松診療所 新見市唐松２７５８の１番地 常　勤:    1　理事長　上江洲　篤 現存
     (医       1)郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171101,022,1 新見市休日・準夜間診〒718-0003 0867-72-0334一般社団法人新見医師太田　隆正 平10. 5. 1内   小   診療所
     療所 新見市高尾２３０６番地の５ 常　勤:    3会　会長　太田　隆正 移転 現存
     (医       3) 平28. 5. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172101,023,9 医療法人一節会　吉田〒718-0003 0867-72-7838医療法人一節会　吉田吉田　徹 平11. 1. 1内   小   呼  診療所
     医院 新見市高尾２４８７番地の２０ 常　勤:    2医院　理事長　吉田　 組織変更 消   胃   循  現存
     (医       2)徹 平29. 1. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173101,024,7 こだま眼科 〒718-0003 0867-71-1010医療法人啓優会　理事児玉　州平 平15. 1. 1一般         7診療所
     新見市高尾２４５０－２ 常　勤:    1長　児玉　州平 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174101,025,4 長谷川紀念病院 〒718-0003 0867-72-3105医療法人　淳和会　理長谷川　賢也 平15.12. 1一般        33病院
     新見市高尾７９３－６ 常　勤:    3事長　長谷川　賢也 組織変更 療養        27現存
     (医       3) 平27.12. 1整外 リウ リハ
     非常勤:   27 内   脳外 皮  
     (医      27) 形外 放   
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 1175101,026,2 こころの医療　新見 〒718-0003 0867-72-8423医療法人梁風会　理事児玉　昌純 平18.10. 3精   神   心内診療所
     新見市高尾２４８８－１３ 常　勤:    1長　戸田　俊介 移転 現存
     (医       1) 平24.10. 3
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176101,027,0 太田病院 〒718-0017 0867-72-0214医療法人緑隆会　理事太田　隆正 平20.12. 1一般        29病院
     新見市西方４２６ 常　勤:    2長　太田　隆正 組織変更 療養        31療養病床
     (医       2) 平26.12. 1内   現存
     非常勤:    9 糖尿病内科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177101,028,8 医療法人思誠会渡辺病〒718-0003 0867-72-2123医療法人　思誠会　理遠藤　彰 平26. 4. 1一般        55病院
     院 新見市高尾２２７８－１ 常　勤:    5事長　遠藤　彰 移転 療養        33現存
     (医       5) 平26. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:   25 内   神内 婦  
     (医      25) リハ 放   他  
     消化器外科・循
     環器内科・乳腺
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178110,038,6 吉本医院 〒705-0132 0869-62-1122吉本　隆行 吉本　隆行 昭58. 4. 1内   外   小  診療所
     備前市三石１００－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179110,040,2 星合医院 〒705-0011 0869-66-7100星合　清輝 星合　清輝 昭59.12. 1内   外   皮  診療所
     備前市香登西２５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180110,044,4 小林内科医院 〒705-0025 0869-65-8003小林　和司 小林　和司 昭63.10. 1内   診療所
     備前市鶴海１５７７－１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181110,049,3 亀田眼科 〒705-0001 0869-64-0888亀田　泰 亀田　泰 平 5.12. 6一般         6診療所
     備前市伊部２１５３－１ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182110,050,1 坂本内科小児科医院 〒705-0012 0869-66-7353坂本　裕治 坂本　裕治 平 6.10.13内   小   診療所
     備前市香登本５６１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183110,052,7 頼実耳鼻咽喉科医院 〒705-0021 0869-64-2771頼實　哲 頼實　哲 平14. 7. 1耳い 診療所
     備前市西片上１５９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
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 1184110,054,3 大ケ池診療所 〒705-0003 0869-64-4648河本　春樹 河本　春樹 平22.10. 1内   婦   放  診療所
     備前市大内５７１－１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185110,056,8 たかばクリニック 〒709-0224 0869-84-2017高場　成治 高場　成治 平25. 4. 1内   小   診療所
     備前市吉永町吉永中７６７－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186110,057,6 木村医院 〒705-0021 0869-64-2277木村　穂積 木村　穂積 平27. 4. 1内   外   呼内診療所
     備前市西片上１５－３ 常　勤:    3 その他 放   胃   循  現存
     (医       3) 平27. 4. 1麻   
     循環器内科、消
     化器内科、胃腸
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187110,058,4 武田整形外科 〒705-0001 0869-64-1221武田　哲明 武田　哲明 平29. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     備前市伊部２５２－２ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188111,004,7 医療法人閑谷会　下野〒705-0035 0869-67-2335医療法人閑谷会　理事下野　國夫 平 2.10. 1一般 診療所
     (115,004,9) 内科外科 備前市木谷２２０－１ 常　勤:    2長　下野　國夫     一般    18現存
     (医       2) 平29.10. 1内   歯   
     非常勤:    7
     (医       1)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189111,005,4 医療法人正風会　浦上〒705-0033 0869-67-0302医療法人正風会　浦上浦上　立春 平 3. 4. 1内   リハ 小  診療所
     医院 備前市穂浪２８３５番地の８ 常　勤:    2医院　理事長　浦上　 ひ   皮   現存
     (医       2)立春 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190111,006,2 医療法人　こまざわ小〒705-0001 0869-63-3080医療法人　こまざわ小駒澤　勝 平 6. 3. 1小   診療所
     児科医院 備前市伊部４００番地の８ 常　勤:    2児科医院　理事長　駒 現存
     (医       2)澤　勝 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191111,008,8 木村内科 〒705-0001 0869-64-3497医療法人しょう恵会　木村　和陽 平 7. 1. 1内   小   診療所
     備前市伊部１４９１ 常　勤:    1木村内科　理事長　木 現存
     (医       1)村　和陽 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1192111,009,6 医療法人不老会　小林〒705-0001 0869-63-3212医療法人不老会　理事小林　敏幸 平 8. 1. 1内   外   呼  診療所
     クリニック 備前市伊部字中野２８６－１ 常　勤:    1長　小林　敏幸 胃   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193111,010,4 草加病院 〒705-0021 0869-64-3811医療法人草加草仁会　草加　勝康 平10. 5. 1一般        48病院
     備前市西片上１１２２ 常　勤:    8理事長　草加　勝康 組織変更 療養        36現存
     (医       6) 平28. 5. 1内   呼   消  
     (薬       2) 循   整外 外  
     非常勤:   14 放   麻   リハ
     (医      13) 眼   皮   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194111,011,2 医療法人　千水会　び〒705-0001 0869-64-2900医療法人　千水会　理浦上　敬仁 平20. 6. 1心内 精   診療所
     ぜんメンタルクリニッ備前市伊部字田井山１２５９－１常　勤:    1事長　深井　延浩 新規 現存
     ク (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195120,002,0 おさふねクリニック 〒701-4264 0869-26-8080中村　明彦 中村　明彦 平19. 4. 1内   リウ 他  診療所
     瀬戸内市長船町土師３３２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196120,003,8 せとうち眼科 〒701-4223 0869-24-2427藏内　智己 藏内　智己 平19.11.19眼   診療所
     瀬戸内市邑久町豊原９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197120,006,1 津島医院 〒701-4302 0869-34-3313津島　公 津島　公 平22. 4. 1内   小   他  診療所
     瀬戸内市牛窓町牛窓３８２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198121,001,1 中川耳鼻咽喉科 〒701-4276 0869-26-8700医療法人　中川耳鼻咽中川　文夫 平19. 5. 1耳い 診療所
     瀬戸内市長船町服部５２２－１ 常　勤:    1喉科　理事長　中川　 組織変更 現存
     (医       1)文夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199121,002,9 まつした医院 〒701-4212 0869-22-0006医療法人　まつした医松下　昭夫 平20. 1. 1内   小   リハ診療所
     瀬戸内市邑久町尻海７－１ 常　勤:    1院　理事長　松下　昭 組織変更 現存
     (医       1)夫 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1200121,003,7 あいの光医院・牛窓 〒701-4302 0869-34-6161医療法人　青木内科小川田　諭一 平20. 7. 1内   外   小  診療所
     瀬戸内市牛窓町牛窓３１２１－１常　勤:    1児科医院　理事長　青 新規 リハ 現存
     (医       1)木　佳之 平26. 7. 1総合診療科・循
     非常勤:    4 環器内科・消化
     (医       4) 器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201121,004,5 もろおかクリニック 〒701-4232 086-943-1222医療法人もろおかクリ諸岡　弘 平22. 1. 1脳外 内   小  診療所
     瀬戸内市邑久町北島４９２－１ 常　勤:    2ニック　理事長　諸岡 組織変更 放   リハ 現存
     (医       2)　弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202121,005,2 医療法人道照会　竹内〒701-4302 0869-34-2116医療法人道照会　竹内竹内　宣昭 平23. 1. 1内   外   他  診療所
     医院分院 瀬戸内市牛窓町牛窓２２７６ 常　勤:    1医院　理事長　竹内　 新規 現存
     (医       1)宣昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203121,006,0 藤原整形外科医院 〒701-4246 0869-24-0777医療法人藤原クリニッ藤原　基正 平23. 1. 1一般        11診療所
     瀬戸内市邑久町山田庄７５－１ 常　勤:    1ク　理事長　藤原　基 組織変更 療養         8現存
     (医       1)正 平29. 1. 1内   整外 皮  
     リハ 放   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204121,007,8 こむら整形外科 〒701-4276 0869-26-8882医療法人こむら整形外小村　孝 平23. 1. 1内   整外 診療所
     瀬戸内市長船町服部５２１－１ 常　勤:    2科内科　理事長　小村 組織変更 現存
     (医       2)　孝 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205121,008,6 医療法人瀬戸内りょう〒701-4221 0869-22-2800医療法人瀬戸内りょう原　雅弘 平25. 5. 1内   外   ひ  診療所
     ま医院 瀬戸内市邑久町尾張１３４１－２常　勤:    1ま医院　理事長　原　 組織変更 現存
     ０ (医       1)雅弘 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206121,009,4 瀬戸内記念病院 〒701-4276 0869-26-9910医療法人　仁誠会　理河相　光正 平25.10.21療養       114病院
     瀬戸内市長船町服部２９０番５ 常　勤:    5事長　河相　光正 移転 精神       120現存
     (医       5) 平25.10.21内   精   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207121,010,2 岡崎内科クリニック 〒701-4246 086-922-3880医療法人　ハナミズキ岡崎　和徳 平29. 5. 1内   小   循  診療所
     瀬戸内市邑久町山田庄２１２番地常　勤:    1　理事長　岡崎　和徳 組織変更 アレ 現存
     １ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208121,011,0 医療法人　寛和会　内〒701-4221 0869-22-5010医療法人　寛和会　理内田　寛 平29. 9. 1内   小   診療所
     田医院 瀬戸内市邑久町尾張３９番地１２常　勤:    1事長　内田　寛 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209130,003,6 ますだ眼科クリニック〒709-0804 086-958-5558増田　郁也 増田　郁也 平22.11. 5眼   診療所
     赤磐市日古木７９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 5
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 1210131,001,9 山本クリニック 〒709-0831 0869-55-8868医療法人　叡智山本ク山本　浩史 平17. 4. 1胃   内   外  診療所
     赤磐市五日市２４５－４ 常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 リハ 呼   現存
     (医       1)本　浩史 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211131,003,5 医療法人祥樹会赤磐皮〒709-0804 086-956-4112医療法人祥樹会　理事髙橋　義雄 平24. 5. 1外   形外 皮  診療所
     膚科形成外科 赤磐市日古木７９４ 常　勤:    2長　髙橋　義雄 組織変更 他   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212131,004,3 医療法人桜美会　さく〒709-0721 086-995-9720医療法人桜美会　理事寺尾　元延 平25. 4. 1整外 リハ 診療所
     ら整形クリニック 赤磐市桜が丘東四丁目４番４７１常　勤:    1長　寺尾　元延 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213131,005,0 医療法人　こやま小児〒709-0816 086-958-5056医療法人　こやま小児古山　輝久 平26. 9. 1小   診療所
     科 赤磐市下市３６２番地２ 常　勤:    1科　理事長　古山　輝 組織変更 現存
     (医       1)久 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214131,006,8 ふよう内科クリニック〒709-0835 086-955-7110医療法人秀志会　理事大塚　ふよう 平27. 1. 1内   循   診療所
     赤磐市西中１１８８番地１ 常　勤:    1長　大塚　ふよう 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215131,007,6 森クリニック 〒701-2503 086-954-4747医療法人恵喜会　理事森　昌忠 平29. 8. 1内   神内 診療所
     赤磐市周匝７２８番地１ 常　勤:    1長　森　昌忠 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216131,008,4 仁美診療所 〒701-2435 086-958-2011公益社団法人赤磐医師滝澤　貴昭 平30. 1. 1内   神内 診療所
     赤磐市仁堀中１６８４番１ 常　勤:    1会　会長　滝澤　貴昭 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217140,002,6 しんまち診療所 〒717-0013 0867-44-1220松葉　宏起 松葉　宏起 平25.11. 5耳い 内   診療所
     真庭市勝山２５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218140,003,4 廣惠医院 〒716-1421 0866-52-5020廣惠　亨 廣惠　亨 平26. 1. 1内   外   診療所
     真庭市下中津井７７３－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1219140,004,2 はら内科クリニック 〒719-3201 0867-45-7885原　明史 原　明史 平27. 9. 1内   呼内 小  診療所
     真庭市久世２３９９－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科、脂現存
     (医       1) 平27. 9. 1質代謝・糖尿病
     内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220141,001,7 たけばやし眼科 〒719-3115 0867-42-0085医療法人　たけばやし竹林　俊朗 平17. 4. 1眼   診療所
     真庭市中４４４－７ 常　勤:    1眼科　理事長　竹林　 組織変更 現存
     (医       1)俊朗 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221141,002,5 医療法人　さくもとク〒716-1411 0866-52-4833医療法人　さくもとク作本　修一 平17. 6. 1一般 診療所
     リニック 真庭市上水田３８０４－１ 常　勤:    1リニック　理事長　作 組織変更     一般    15現存
     (医       1)本　修一 平29. 6. 1療養
         療養     4
     内   こう リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222141,003,3 米田内科医院 〒717-0013 0867-44-2132医療法人かめの子会米米田　昌道 平21. 5. 1内   小   診療所
     真庭市勝山９６ 常　勤:    1田内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)米田　昌道 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223141,005,8 河本医院 〒719-3195 0867-55-2121医療法人福寿会　理事河本　英世 平24.12. 1一般 診療所
     真庭市下河内３１４－２ 常　勤:    2長　秋山　正史 その他     一般     1現存
     (医       2) 平24.12. 1療養
     非常勤:    8     療養    18
     (医       8) 内   循   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224150,001,5 原田内科医院 〒709-4214 0868-76-1230原田　誠之 原田　誠之 平21. 2.21内   他   リウ診療所
     美作市豆田５０－３ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27. 2.21消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225150,003,1 上山診療所 〒701-2614 0868-72-0531社会医療法人　清風会大門　友博 平26. 5. 1内   小   診療所
     美作市上山１８１４ 常　勤:    1　理事長　森　崇文 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226151,001,4 医療法人社団金澤会　〒709-4234 0868-75-1181医療法人　社団金澤会金澤　晟 平19. 7. 1一般 診療所
     金澤外科医院 美作市江見４８１－１ 常　勤:    1　金澤外科医院　理事 組織変更     一般    19現存
     (医       1)長　金澤　晟 平25. 7. 1内   外   胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227151,002,2 医療法人福井医院 〒707-0062 0868-72-1260医療法人福井医院　理福井　正尚 平23. 4. 1一般        19診療所
     美作市湯郷９１６ 常　勤:    2事長　福井　正尚 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平29. 4. 1
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 1228160,002,1 さかの整形外科 〒719-0243 0865-45-8881坂野　稔一 坂野　稔一 平19. 9.26整外 リハ リウ診療所
     浅口市鴨方町鴨方１１０８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229160,004,7 ジュン・クリニック 〒719-0104 0865-42-6709辻　武史 辻　武史 平22. 5. 1精   神内 心内診療所
     浅口市金光町占見新田６８２－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230160,005,4 すくすくこどもクリニ〒719-0243 0865-44-5400二階堂　香織 二階堂　香織 平24. 7. 2小   診療所
     ック 浅口市鴨方町鴨方１６３５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231161,002,0 上田内科クリニック 〒719-0243 0865-44-3147医療法人　八紘会　理仁科　肇 平27. 4. 1内   小   胃  診療所
     浅口市鴨方町鴨方１０８１－１ 常　勤:    1事長　仁科　肇 その他 循   神内 放  現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232161,003,8 みうら内科循環器科 〒719-0105 086-542-3311医療法人みうら内科循三浦　健太郎 平28. 9. 1内   循   小  診療所
     浅口市金光町占見７９番１ 常　勤:    1環器科　理事長　三浦 組織変更 現存
     (医       1)　健太郎 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233210,055,9 にしおか耳鼻咽喉科 〒709-2121 0867-24-4433西岡　信二 西岡　信二 平14. 2. 1耳い 診療所
     岡山市北区御津宇垣１６９１－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234211,010,3 医療法人雄風会　加茂〒709-2331 0867-34-1661医療法人　雄風会　理山本　哲也 平 4. 3. 1内   診療所
     川診療所 加賀郡吉備中央町下加茂１１０３常　勤:    1事長　市木　研 現存
     ー８ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235211,011,1 医療法人　こまごえ医〒709-2121 0867-24-2222医療法人　こまごえ医駒越　春樹 平 4. 5. 1内   小   診療所
     院 岡山市北区御津宇垣１５６１ 常　勤:    1院　理事長　駒越　春 現存
     (医       1)樹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236211,013,7 塚本内科医院 〒709-2412 0867-34-0037医療法人塚本内科医院塚本　眞言 平 6.12. 1内   診療所
     加賀郡吉備中央町円城８５５ 常　勤:    1　理事長　塚本　眞言 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1237211,014,5 医療法人経和会　難波〒709-2133 0867-24-0008医療法人　経和会　理難波　経豊 平 7. 4. 1内   他   小  診療所
     医院 岡山市北区御津金川９８３ 常　勤:    2事長　難波　経豊 リハ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238211,016,0 豊岡クリニック 〒709-2661 0867-35-1130医療法人塚本内科医院塚本　眞言 平 7. 5. 1内   診療所
     加賀郡吉備中央町豊岡下２７６－常　勤:    1　理事長　塚本　眞言 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239211,018,6 医療法人　ヒゴヤ内科〒709-3111 0867-22-0226医療法人　ヒゴヤ内科近藤　洋一 平 7.12. 1内   歯   診療所
     (215,018,8) 医院 岡山市北区建部町福渡４１９－３常　勤:    2医院　理事長　近藤　 現存
     (医       1)洋一 平28.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240211,019,4 たけべクリニック 〒709-3142 0867-22-0063医療法人　たけべクリ菅原　正憲 平 8. 8.30内   小   循  診療所
     岡山市北区建部町建部上３２５－常　勤:    1ニック　理事長　菅原 移転 胃   放   リハ現存
     １ (医       1)　正憲 平29. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241211,022,8 医療法人秋桜会　佐藤〒709-3112 0867-22-1122医療法人　秋桜会　佐岡本　ふさ子 平17. 4. 1内   小   診療所
     医院 岡山市北区建部町川口１５２４－常　勤:    2藤医院　理事長　岡本 組織変更 現存
     ３ (医       2)　ふさ子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242220,081,3 産科・婦人科　片山医〒709-0825 086-229-2166片山　竣介 片山　竣介 昭61.12. 1一般        12診療所
     院 赤磐市馬屋６４６ 常　勤:    1 小   産婦 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243220,105,0 戸川クリニック 〒701-2215 0869-57-3057戸川　潤一郎 戸川　潤一郎 平11.10. 1内   循   小  診療所
     赤磐市西軽部２１１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244220,107,6 桜井内科 〒701-2225 086-957-3012櫻井　和俊 櫻井　和俊 平12.12. 1内   小   診療所
     赤磐市山口１６０－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245221,011,9 赤磐医師会病院 〒709-0816 086-955-6688公益社団法人　赤磐医佐藤　敦彦 昭57. 3. 1一般       151地域支援
     赤磐市下市１８７番地の１ 常　勤:   14師会　会長　滝澤　貴 療養        94病院
     (医      12)昭 平30. 3. 1内   外   整外現存
     (薬       2) ひ   神内 放  
     非常勤:   61 リハ 
     (医      58) 循環器内科、腎
     (薬       3) 臓内科
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 1246221,012,7 医療法人松樹会　小坂〒709-0827 0869-55-3344医療法人松樹会　小坂小坂　久史 平元. 5. 1内   消   放  診療所
     内科医院 赤磐市山陽４－１３－３ 常　勤:    2内科医院　理事長　小 現存
     (医       2)坂　久史 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247221,014,3 医療法人　粟井内科医〒709-0841 0869-53-0617医療法人　粟井内科医粟井　幹哉 平元. 8. 1内   診療所
     院 岡山市東区瀬戸町万富６２２－１常　勤:    1院　理事長　粟井　幹 現存
     (医       1)哉 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248221,015,0 医療法人　戸田小児科〒709-0827 0869-55-3121医療法人戸田小児科医戸田　寛 平元. 8. 1小   診療所
     医院 赤磐市山陽７－４－２ 常　勤:    1院　理事長　戸田　寛 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249221,022,6 医療法人　鈴木医院 〒709-0876 086-952-0205医療法人　鈴木医院　鈴木　邦次郎 平 3. 9. 1内   小   皮  診療所
     岡山市東区瀬戸町光明谷２１０－常　勤:    2理事長　鈴木　邦次郎 現存
     ２ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250221,023,4 医療法人　石原医院 〒709-0861 0869-52-0162医療法人石原医院　理石原　和泰 平 4. 4. 1外   整外 リハ診療所
     岡山市東区瀬戸町瀬戸７７ 常　勤:    1事長　石原　和泰 リウ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251221,024,2 医療法人　間阪内科 〒709-0861 086-952-1717医療法人　間阪内科　間阪　孝文 平 5. 5. 1内   消   小  診療所
     岡山市東区瀬戸町瀬戸１８５－２常　勤:    2理事長　間阪　孝文 放   現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252221,025,9 医療法人　マスカット〒709-0824 086-229-2611医療法人　マスカット四宮　純二 平 5. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科医院 赤磐市穂崎８５１－１ 常　勤:    1整形外科医院　理事長 麻   現存
     (医       1)　四宮　純二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253221,026,7 医療法人知誠会　岩藤〒709-0855 0869-52-1166医療法人知誠会　岩藤田野口　創 平 5.11. 1一般        19診療所
     (225,026,9) 胃腸科外科歯科クリニ岡山市東区瀬戸町沖３４３ 常　勤:    3胃腸科外科歯科クリニ 内   胃   外  現存
     ック (医       2)ック　理事長　岩藤　 平29.11. 1整外 こう リハ
     (歯       1)知義 歯   小歯 呼  
     非常勤:    6 循   リウ 
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254221,027,5 医療法人　梶原内科医〒709-0802 086-955-3750医療法人　梶原内科医梶原　弘志 平 6.10. 1内   消   小  診療所
     院 赤磐市桜が丘西７－１５－３１ 常　勤:    1院　理事長　梶原　弘 現存
     (医       1)志 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1255221,028,3 医療法人社団　おおく〒709-0822 08695-5-8812医療法人社団　おおく大熊　登 平 8. 5. 1皮   アレ 診療所
     ま皮ふ科医院 赤磐市岩田３－１ 常　勤:    1ま皮ふ科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)大熊　登 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256221,029,1 医療法人　桜が丘クリ〒709-0802 08695-5-8025医療法人　桜が丘クリ伊勢　昭博 平 8. 5. 1内   小   消  診療所
     ニック 赤磐市桜が丘西６丁目３－１３ 常　勤:    1ニック　理事長　伊勢 組織変更 循   現存
     (医       1)　昭博 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257221,030,9 医療法人長光会　長島〒709-0861 0869-52-1355医療法人長光会　理事内田　良幸 平 8. 5. 1一般        68病院
     (225,030,1) 病院 岡山市東区瀬戸町瀬戸４０番地１常　勤:    5長　長島　義之 組織変更 療養        60現存
     (医       3) 平29. 5. 1内   小   整外
     (歯       1) 眼   耳い リハ
     (薬       1) 歯   外   
     非常勤:   19 消化器内科
     (医      15)
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258221,031,7 吉井医院 〒709-0827 0869-55-5515医療法人清親会　吉井吉井　淳哲 平 8. 7. 1内   外   耳い診療所
     赤磐市山陽１丁目４－６ 常　勤:    2医院　理事長　吉井　 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2)淳哲 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259221,032,5 医療法人　道満医院 〒701-2222 0869-57-2111医療法人　道満医院　道満　尚文 平 8.12. 1内   外   小  診療所
     赤磐市町苅田９２０ 常　勤:    1理事長　道満　尚文 組織変更 整外 アレ リハ現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260221,033,3 医療法人　那須眼科 〒709-0816 086-955-8980医療法人　那須眼科　那須　好滋 平 9. 8. 1眼   診療所
     赤磐市下市１８６番地の１ 常　勤:    1理事長　那須　好滋 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261221,034,1 医療法人　山陽クリニ〒709-0817 0869-55-7111医療法人　山陽クリニ塩見　典子 平 9.12. 1内   小   アレ診療所
     ック 赤磐市上市１４１番地の１ 常　勤:    2ック　理事長　塩見　 組織変更 現存
     (医       2)典子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262221,035,8 越宗医院 〒701-2224 0869-57-3035医療法人　翠松会　理越宗　龍一郎 平10. 1. 1外   内   放  診療所
     赤磐市西窪田５２３番地１ 常　勤:    2事長　越宗　猪一郎 組織変更 整外 胃   皮  現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263221,037,4 ひらた整形外科 〒709-0812 0869-56-0700医療法人　ひらた整形平田　常雄 平10. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     赤磐市沼田１２６９番地の１ 常　勤:    1外科　理事長　平田　 組織変更 現存
     (医       1)常雄 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1264221,038,2 医療法人　近藤内科 〒709-0872 0869-53-1610医療法人　近藤内科　近藤　英明 平11. 8. 1療養        19診療所
     岡山市東区瀬戸町宗堂５９７ 常　勤:    2理事長　近藤　英明 組織変更 内   小   放  現存
     (医       2) 平29. 8. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265221,040,8 岡山東部脳神経外科東〒709-0876 086-952-5252医療法人幸義会　理事野口　泰宏 平12. 5. 1脳外 内   循  診療所
     備クリニック 岡山市東区瀬戸町光明谷２０３－常　勤:    1長　滝澤　貴昭 組織変更 放   リハ 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1脳神経内科
     非常勤:   11
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266221,041,6 あまの耳鼻咽喉科医院〒709-0804 0869-55-8191医療法人　あまの耳鼻天野　孝志 平13. 5. 1耳い アレ 診療所
     赤磐市日古木７９５番地１ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)天野　孝志 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267221,042,4 うえおか内科医院 〒709-0854 086-952-5665医療法人　うえおか内松尾　潔 平13. 8. 1内   小   皮  診療所
     岡山市東区瀬戸町江尻１３６０－常　勤:    2科医院　理事長　松尾 組織変更 現存
     ５ (医       2)　潔 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268221,043,2 あかいわファミリーク〒709-0821 086-955-9251医療法人光心会　理事光嶋　猛 平13.12. 1内   小   皮  診療所
     リニック 赤磐市河本１１４３ 常　勤:    1長　光嶋　猛 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269221,044,0 うえの内科小児科医院〒709-0802 0869-56-0505医療法人ペガサス　う上野　芳樹 平13.12. 1内   呼   胃  診療所
     赤磐市桜が丘西４－１－１１ 常　勤:    2えの内科小児科医院　 組織変更 循   アレ 小  現存
     (医       2)理事長　上野　芳樹 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270221,045,7 幸ヶ峯クリニック 〒709-0823 0869-55-0815医療法人睦会　理事長有木　庸 平15. 6. 1精   神   診療所
     赤磐市長尾１５ 常　勤:    1　有木　庸 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271221,046,5 医療法人　こしむね瀬〒709-0876 0869-52-5330医療法人　こしむね瀬越宗　陽平 平18. 5. 1整外 リハ 耳い診療所
     戸クリニック 岡山市東区瀬戸町光明谷２１８－常　勤:    2戸クリニック　理事長 組織変更 現存
     １ (医       2)　越宗　陽平 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272230,073,8 小林外科内科医院 〒709-0451 0869-93-1351小林　史朗 小林　史朗 昭51. 9. 1内   外   消  診療所
     和気郡和気町和気５０９ 常　勤:    1 放   循   呼  現存
     (医       1) 平24. 9. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1273230,082,9 大田原医院 〒709-0414 0869-93-0035大田原　保幸 大田原　保幸 昭61.12. 1内   リハ 放  診療所
     和気郡和気町大田原３２１－１ 常　勤:    2 呼   循   消  現存
     (医       1) 平28.12. 1小   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274230,083,7 日生浦上医院 〒701-3204 0869-2-0935 浦上　更三 浦上　更三 昭63. 6. 1内   小   皮  診療所
     備前市日生町日生２４３－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275230,086,0 橋本医院 〒701-3204 0869-72-3668橋本　誠 橋本　誠 平 4.12. 1内   消   診療所
     備前市日生町日生８８７番地の１常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276230,090,2 なかつか眼科 〒709-0441 0869-93-3015中柄　千明 中柄　千明 平23. 4. 1眼   診療所
     和気郡和気町衣笠８７３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277231,012,5 医療法人北川病院 〒709-0451 0869-93-1141医療法人紀典会　北川吉田　彬子 昭37. 1. 1一般        76病院
     (235,012,7) 和気郡和気町和気２７７ 常　勤:    8病院　理事長　北川　 療養        48現存
     (医       5)堯之 平28. 1. 1内   外   産婦
     (歯       1) 麻   皮   リハ
     (薬       2) 歯   他   
     非常勤:   25
     (医      24)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278231,020,8 医療法人　平病院 〒709-0422 0869-93-1155医療法人　平病院　理平　資正 平 3. 6.10一般        33病院
     和気郡和気町尺所４３８番地 常　勤:    7事長　平　資正 療養        29現存
     (医       5) 平30. 6.10結核        27
     (薬       2) 内   外   眼  
     非常勤:   24 放   リハ 循  
     (医      24) 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279231,021,6 医療法人秀伸会　萩原〒701-3202 0869-74-0007医療法人秀伸会　理事萩原　秀紀 平 6. 9. 1内   胃   循  診療所
     医院 備前市日生町寒河３９５５－２ 常　勤:    1長　萩原　秀紀 小   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280231,022,4 渋藤医院 〒709-0521 0869-88-0023医療法人　渋藤医院　渋藤　行雄 平 8.12. 1一般         4診療所
     和気郡和気町父井原４３４－１ 常　勤:    1理事長　渋藤　行雄 組織変更 療養        15現存
     (医       1) 平29.12. 1内   小   皮  
     リハ 



 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［岡山県］

［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   148 頁

 1281231,023,2 小谷医院 〒709-0451 0869-93-0555医療法人　小谷医院　小谷　重光 平10.12. 1一般         9診療所
     和気郡和気町和気４８０番地 常　勤:    1理事長　小谷　重光 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平28.12. 1内   小   消  
     非常勤:    2 循   呼   リハ
     (医       2) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282231,024,0 医療法人　つるの里ク〒709-0524 0869-89-3777医療法人つるの里クリ永田　耕一 平16. 9. 1内   リハ 診療所
     リニック 和気郡和気町田賀４０－１ 常　勤:    1ニック　理事長　永田 組織変更 休止
     (医       1)　耕一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283240,040,5 内田眼科医院 〒701-4221 08692-2-3330内田　久子 内田　久子 昭54.12. 1眼   診療所
     瀬戸内市邑久町尾張１３９ー１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284240,046,2 水野医院 〒701-4252 0869-22-3111水野　勝紀 水野　勝紀 平 2.10. 1内   小   皮  診療所
     瀬戸内市邑久町上笠加１７１の５常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285241,004,0 医療法人　柴田医院 〒701-4271 086-966-9008医療法人　柴田医院　柴田　浩 平 5. 8. 1内   小   診療所
     瀬戸内市長船町長船４２６ 常　勤:    1理事長　柴田　浩 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286241,005,7 医療法人　那須医院 〒701-4231 0869-22-0140医療法人　那須医院　那須　利憲 平 5. 8. 1内   アレ 呼内診療所
     瀬戸内市邑久町大窪１３－３ 常　勤:    2理事長　那須　利憲 麻   外   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287241,006,5 医療法人　平井医院 〒701-4265 0869-26-2006医療法人　平井医院　近藤　誠之 平 5. 8. 1内   小   アレ診療所
     瀬戸内市長船町福岡１０２－１ 常　勤:    1理事長　近藤　誠之 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288241,007,3 医療法人　内田クリニ〒701-4214 0869-22-3020医療法人　内田クリニ内田　晋 平 6. 5. 1内   胃   外  診療所
     ック 瀬戸内市邑久町本庄２００４ー５常　勤:    1ツク　理事長　内田　 リハ 現存
     (医       1)晋 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289241,008,1 医療法人仁生会　長田〒701-4223 0869-22-0001医療法人仁生会　長田長田　建 平 7.11. 1内   小   リハ診療所
     医院 瀬戸内市邑久町豊原３４１－２ 常　勤:    1医院　理事長　長田　 現存
     (医       1)建 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1290241,009,9 はっとり医院 〒701-4264 0869-26-5656医療法人功友会　理事服部　功 平 8. 7. 1内   胃   循  診療所
     瀬戸内市長船町土師１２１２－５常　勤:    1長　服部　功 組織変更 外   リハ 小  現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291241,012,3 医療法人道照会　竹内〒701-4302 0869-34-4888医療法人道照会　竹内竹内　宣昭 平12. 1. 1内   外   整外診療所
     医院 瀬戸内市牛窓町牛窓４９４９ー２常　勤:    1医院　理事長　竹内　 組織変更 他   現存
     ４ (医       1)宣昭 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292241,013,1 長谷井内科医院 〒701-4276 0869-26-3630医療法人　萌秀会　理長谷井　敏男 平14. 5. 1内   小   循  診療所
     瀬戸内市長船町服部４８１－４ 常　勤:    1事長　長谷井　敏男 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293250,028,7 木村内科小児科医院 〒709-1203 08636-2-3511木村　浩治 木村　浩治 昭56. 5. 1内   小   診療所
     岡山市南区西紅陽台２丁目５８－常　勤:    1 現存
     ４６１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294251,003,9 医療法人　渡辺医院 〒709-1213 08636-2-0363医療法人　渡辺医院　渡辺　清一郎 平 3. 5. 1内   胃   放  診療所
     岡山市南区彦崎２８６９－８ 常　勤:    1理事長　渡辺　清一郎 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295251,004,7 医療法人徳寿会　池田〒709-1213 08636-2-3100医療法人徳寿会　池田池田　裕政 平 3. 5. 1一般         7診療所
     医院 岡山市南区彦崎２８０１番地の１常　勤:    2医院　理事長　池田　 療養        12現存
     (医       2)裕政 平30. 5. 1内   小   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296251,006,2 医療法人ひまわり会　〒709-1216 08636-2-0247医療法人ひまわり会　松木　俊哉 平 4. 7. 1内   小   リハ診療所
     松木内科 岡山市南区宗津９３０ 常　勤:    1理事長　松木　俊哉 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297251,008,8 ゆめの里クリニック 〒709-1214 08636-2-5530医療法人　渡辺医院　福井　明 平10. 5. 1内   小   麻  診療所
     岡山市南区川張１２６７番地 常　勤:    1理事長　渡辺　清一郎 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298251,009,6 高取内科医院 〒709-1203 08636-3-9088医療法人高取内科医院髙取　悦子 平14. 8. 1内   診療所
     岡山市南区西紅陽台３丁目１－１常　勤:    1　理事長　髙取　悦子 組織変更 現存
     ４３　瀬戸内ビル２階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1299260,064,0 佐藤医院 〒719-1175 0866-93-1606佐藤　方紀 佐藤　方紀 昭64. 1. 1内   外   胃  診療所
     総社市清音上中島字又八川１６６常　勤:    1 リハ 循   現存
     －６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300260,065,7 納所医院 〒701-0303 086-482-2100納所　實 納所　實 平 4.10. 1内   リハ 診療所
     都窪郡早島町前潟２８０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301260,072,3 木村眼科 〒701-0304 086-480-1370木村　久 木村　久 平28. 9. 1眼   診療所
     都窪郡早島町早島１４６７－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302261,010,2 医療法人康栄会　岡ハ〒719-1162 0866-93-3033医療法人康栄会　理事岡　直樹 平 7. 8. 1内   整外 リハ診療所
     ートクリニック 総社市岡谷１７０ 常　勤:    2長　岡　直樹 他   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303261,011,0 ふじい整形外科 〒701-0304 086-483-0016医療法人　ふじい整形藤井　孝治 平 7.12. 1整外 リハ リウ診療所
     都窪郡早島町早島２５１－４ 常　勤:    2外科　理事長　藤井　 現存
     (医       2)孝治 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304261,012,8 医療法人木村医院 〒701-0304 086-482-0028医療法人木村医院　理木村　丹 平15. 1. 1一般 診療所
     都窪郡早島町早島１４６９－１ 常　勤:    1事長　木村　丹 組織変更     一般     1現存
     (医       1) 平27. 1. 1療養
     非常勤:    2     療養    18
     (医       2) 内   呼   消  
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305261,013,6 神経内科クリニックな〒701-0302 086-483-1701医療法人　神経内科ク難波　玲子 平19. 1. 1内   神内 診療所
     んば 都窪郡早島町若宮３５４１－１５常　勤:    1リニックなんば　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　難波　玲子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306261,014,4 医療法人河原内科医院〒701-0304 086-480-1112医療法人河原内科医院河原　伸 平23. 1. 1内   他   診療所
     都窪郡早島町早島３３１７－１ 常　勤:    1　理事長　河原　伸 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307261,015,1 早島クリニック　耳鼻〒701-0304 086-482-3387医療法人啓佑会　理事福島　邦博 平28. 3.28耳い アレ 皮  診療所
     咽喉科　皮膚科 都窪郡早島町早島１４７５－２ 常　勤:    1長　冨永　進 新規 現存
     (医       1) 平28. 3.28
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1308270,066,3 くにもと内科小児科医〒719-0252 0865-44-9565国本　博和 国本　博和 平 4.11. 1内   リハ 小  診療所
     院 浅口市鴨方町六条院中２３２６－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309270,074,7 白神医院 〒714-0101 0865-54-2025白神　敏明 白神　敏明 平10. 6. 1内   放   診療所
     浅口市寄島町５６６０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310270,077,0 高山医院 〒719-0243 0865-44-2332髙山　晴彦 髙山　晴彦 平16. 1. 1内   胃   小  診療所
     浅口市鴨方町鴨方２２１０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311271,001,9 医療法人社団同仁会　〒719-0104 0865-42-3211医療法人社団同仁会　難波　義夫 昭32. 8. 1一般       100病院
     金光病院 浅口市金光町占見新田７４０ 常　勤:    8理事長　難波　義夫 療養        47現存
     (医       8) 平29. 8. 1内   外   ひ  
     非常勤:   73 整外 眼   こう
     (医      73) 耳い 小   皮  
     リウ リハ 
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312271,003,5 医療法人萌生会　国定〒719-0303 0865-64-3213医療法人萌生会　国定北村　吉宏 昭63. 5. 1一般        39病院
     病院 浅口郡里庄町浜中９３－１４１ 常　勤:    5病院　理事長　北村　 療養        31現存
     (医       3)吉宏 平30. 5. 1胃   外   整外
     (薬       2) 呼   精   こう
     非常勤:   53 循   心内 リハ
     (医      53) 放   内   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313271,005,0 医療法人　鴨方第一胃〒719-0252 0865-44-8111医療法人　鴨方第一胃佐藤　林平 平元. 7. 1内   外   胃  診療所
     腸科外科医院 浅口市鴨方町六条院中１３２９ 常　勤:    1腸科外科医院　理事長 整外 ひ   現存
     (医       1)　佐藤　林平 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314271,006,8 医療法人　田中眼科医〒719-0252 0865-44-2261医療法人　田中眼科医田中　克樹 平元. 7. 1眼   診療所
     院 浅口市鴨方町六条院中３２３５－常　勤:    2院　理事長　田中　克 現存
     １ (医       2)樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315271,007,6 ナガヒロ医院 〒719-0243 0865-44-5665医療法人　ナガヒロ医永廣　格 平元.10. 1内   胃   放  診療所
     浅口市鴨方町鴨方１８３７－１ 常　勤:    1院　理事長　永廣　格 循   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1316271,008,4 医療法人　出宮内科医〒710-0261 086-552-2224医療法人　出宮内科医出宮　美克 平 2. 4. 1内   小   診療所
     院 倉敷市船穂町船穂１４３８番地 常　勤:    2院　出宮　通孝 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317271,010,0 医療法人　礒川内科医〒719-0302 0865-64-2001医療法人　礒川内科医礒川　正史 平 3. 5. 1内   診療所
     院 浅口郡里庄町新庄１３８８－１ 常　勤:    1院　理事長　礒川　正 現存
     (医       1)史 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318271,011,8 医療法人一明会　なか〒719-0302 0865-64-2222医療法人一明会　理事中村　泰介 平 3. 5. 1眼   診療所
     むら眼科 浅口郡里庄町新庄５３４１番地の常　勤:    1長　中村　泰介 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319271,012,6 医療法人　福嶋医院 〒714-0101 0865-54-3177医療法人　福嶋医院　福嶋　啓祐 平 3. 9. 1内   外   リハ診療所
     浅口市寄島町３０７２ 常　勤:    1理事長　福嶋　啓祐 消   整外 皮  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320271,013,4 医療法人　みわ記念病〒719-0113 0865-42-5000医療法人　みわ記念病柚木　昌 平 5. 6. 1一般        38病院
     院 浅口市金光町佐方８０－１ 常　勤:    4院　理事長　柚木　昌 療養        22現存
     (医       3) 平29. 6. 1内   外   整外
     (薬       1) リハ 皮   
     非常勤:   29 糖尿病内科、肛
     (医      29) 門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321271,015,9 医療法人　ほかま医院〒719-0104 0865-42-6616医療法人　ほかま医院外間　朝夫 平 6. 9. 1内   リハ 小  診療所
     浅口市金光町占見新田１１６６－常　勤:    1　理事長　外間　朝夫 現存
     １ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322271,016,7 医療法人社団　よりし〒714-0101 0865-54-2324医療法人社団よりしま中西　由理 平 7. 1. 1療養        19診療所
     ま中西医院 浅口市寄島町７５４３－１１ 常　勤:    1中西医院　中西　由理 内   リハ 小  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323271,017,5 医療法人社団仁彰会　〒719-0252 0865-44-5125医療法人社団仁彰会　栗山　士郎 平 7. 4. 1内   小   診療所
     栗山医院 浅口市鴨方町六条院中３４０１ 常　勤:    1栗山医院　理事長　栗 現存
     (医       1)山　士郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324271,018,3 かもい胃腸科内科医院〒710-0261 086-552-2970医療法人明三会　理事鴨井　三朗 平10. 8. 1内   胃   小  診療所
     倉敷市船穂町船穂３９番地の１１常　勤:    1長　鴨井　三朗 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1325271,019,1 中原整形外科医院 〒710-0261 086-552-9000医療法人中庸会　理事中原　庸夫 平11. 1. 1整外 内   リハ診療所
     倉敷市船穂町船穂２６４８番地 常　勤:    1長　中原　庸夫 組織変更 リウ 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326271,020,9 たけ耳鼻咽喉科医院 〒719-0104 0865-42-5287医療法人　たけ耳鼻咽武　浩太郎 平13. 3. 1耳い 診療所
     浅口市金光町占見新田３９８－１常　勤:    1喉科医院　理事長　武 組織変更 現存
     (医       1)　浩太郎 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327271,021,7 鴨方整形外科 〒719-0301 0865-44-6252医療法人大和会　鴨方井上　知彦 平14. 1. 1整外 リハ 診療所
     浅口郡里庄町里見５２７６ 常　勤:    1整形外科　理事長　井 組織変更 現存
     (医       1)上　知彦 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328271,022,5 鴨方クリニック 〒719-0244 0865-44-2602医療法人飛翔会　理事岩野　英二 平14. 4. 1内   小   循  診療所
     浅口市鴨方町深田９９１－１ 常　勤:    2長　岩野　英二 組織変更 胃   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329271,023,3 にいつクリニック 〒719-0302 0865-64-3622医療法人社団宇根本会新津　頼一 平15. 1. 1一般        19診療所
     浅口郡里庄町新庄２９２９－１ 常　勤:    1　理事長　新津　頼一 組織変更 内   外   耳い現存
     (医       1) 平27. 1. 1皮   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330271,024,1 にいつ耳鼻咽喉科医院〒719-0243 0865-45-9211医療法人社団宇根本会新津　純子 平15. 8. 1耳い 診療所
     浅口市鴨方町鴨方１６４５－１ 常　勤:    1　理事長　新津　頼一 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331280,036,4 小塚　医院 〒714-1201 0866-82-1050小塚　一史 小塚　一史 平17. 4. 1内   消   胃  診療所
     小田郡矢掛町矢掛３０３０ 常　勤:    1 交代 外   皮   リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332280,037,2 水川内科医院 〒714-1202 0866-82-1321物部　秀明 物部　秀明 平21.11.25内   小   他  診療所
     小田郡矢掛町小林１６７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333281,004,1 医療法人正光会　鳥越〒714-1202 0866-82-0308医療法人正光会　理事西垣　郁代 昭39. 5. 1療養 病院
     病院 小田郡矢掛町小林３９５番地の１常　勤:    3長　西垣　郁代     療養    48現存
     (医       3) 平30. 5. 1内   小   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334281,005,8 医療法人　筒井医院 〒714-1227 0866-82-3113医療法人　筒井医院　筒井　保太 平元. 7. 1内   外   胃  診療所
     小田郡矢掛町小田５５２６－７ 常　勤:    2理事長　筒井　保太 皮   他   現存
     (医       2) 平28. 7. 1乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1335281,006,6 医療法人慈成会　山縣〒714-1201 0866-82-0202医療法人慈成会　山縣山縣　浩一 平 5. 8. 1内   小   放  診療所
     内科医院 小田郡矢掛町矢掛３１０３ 常　勤:    2内科医院　理事長　山 現存
     (医       2)縣　浩一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336281,007,4 医療法人　おぐら整形〒714-1201 086-682-3070医療法人　おぐら整形小倉　由紀夫 平 6. 6. 1一般         7診療所
     外科医院 小田郡矢掛町矢掛２５３３ 常　勤:    1外科医院　理事長　小 療養        12現存
     (医       1)倉　由紀夫 平30. 6. 1内   整外 リハ
     麻   リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337281,008,2 三宅医院 〒714-1415 0866-87-2303医療法人美星会　三宅三宅　伊知郎 平14. 4. 1内   胃   小  診療所
     井原市美星町星田５１９１－１ 常　勤:    1医院　理事長　三宅　 組織変更 現存
     (医       1)伊知郎 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338281,009,0 あゆみクリニック 〒714-1201 0866-84-0001医療法人あゆみクリニ筒井　英明 平27. 9. 1内   小   皮  診療所
     小田郡矢掛町矢掛２５６０番地３常　勤:    1ック　理事長　筒井　 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)英明 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339290,014,9 山成医院 〒714-2102 0866-72-0101山成　洋 山成　洋 平12. 7. 1内   循   小  診療所
     井原市芳井町与井４４の７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340291,001,5 医療法人　河合医院 〒714-2111 0866-72-1556医療法人河合医院　理河合　恭廣 平 4. 4. 1内   小   リハ診療所
     井原市芳井町吉井８９－１ 常　勤:    1事長　河合　恭廣 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341291,002,3 医療法人白雲会　赤木〒714-2341 0866-74-0802医療法人白雲会　赤木赤木　信斎 平10. 5. 1内   小   循  診療所
     医院 井原市芳井町東三原１０６１－１常　勤:    1医院　理事長　赤木　 組織変更 現存
     (医       1)信斎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342291,003,1 医療法人白雲会　赤木〒714-2231 0866-74-0624医療法人　白雲会　赤赤木　信斎 平10. 5. 1内   小   循  診療所
     医院共和診療所 井原市芳井町下鴫２５４３－１ 常　勤:    1木医院　理事長　赤木 組織変更 現存
     (医       1)　信斎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343300,044,4 呉妹診療所 〒710-1304 0866-98-2220三村　啓爾 三村　啓爾 平 8. 4. 1内   小   リハ診療所
     倉敷市真備町尾崎１６００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344300,047,7 松田医院 〒710-1301 0866-98-6777松田　誠一 松田　誠一 平10. 2. 1内   診療所
     倉敷市真備町箭田１６９９番地１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
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 1345300,049,3 松田クリニック 〒710-1313 0866-97-1522松田　常男 松田　常男 平14. 9. 1耳い 診療所
     倉敷市真備町川辺１０７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346301,005,4 医療法人社団造山会　〒710-1301 0866-98-6511医療法人社団造山会　一色　隆夫 昭59. 1. 1精神       192病院
     まきび病院 倉敷市真備町箭田２３８７番地 常　勤:    4理事長　一色　隆夫 内   精   心内現存
     (医       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347301,006,2 医療法人　源医院 〒710-1306 0866-98-5050医療法人　源医院　理源　佑一郎 平 2. 2. 1内   外   整外診療所
     倉敷市真備町有井２０５－１ 常　勤:    1事長　源　佑一郎 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348301,007,0 医療法人　生田眼科医〒710-1313 0866-98-6996医療法人　生田眼科医生田　全 平 3. 9. 1眼   診療所
     院 倉敷市真備町川辺１７９７－１ 常　勤:    1院　理事長　生田　全 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349301,008,8 医療法人武鶴会　平本〒710-1313 0866-98-9811医療法人武鶴会　平本平本　孔彦 平14. 6. 1一般        19診療所
     胃腸科外科クリニック倉敷市真備町川辺１８３４－５ 常　勤:    1胃腸科外科クリニック 組織変更 内   消   外  現存
     (医       1)　理事長　平本　孔彦 平26. 6. 1放   麻   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350311,007,8 医療法人社団吉美会　〒716-1553 0866-55-5331医療法人社団吉美会　加戸　実 昭57. 2. 1療養 病院
     (315,007,0) 吉備高原ルミエール病加賀郡吉備中央町宮地３３３６番常　勤:    7吉備高原ルミエール病     療養   116現存
     院 地１５ (医       3)院　理事長　加戸　実 平30. 2. 1内   神内 消  
     (薬       4) リハ 歯   
     非常勤:   19
     (医      13)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351311,008,6 医療法人聖旨会　吉弘〒716-1402 0866-52-2704医療法人聖旨会　理事吉弘　剛 平元. 7. 3内   小   耳い診療所
     クリニック 真庭市山田１９３７番地 常　勤:    2長　吉弘　剛 現存
     (医       2) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352311,010,2 医療法人丈和会　木戸〒716-1131 0866-54-1221医療法人丈和会　木戸木戸　悦子 平 2. 4. 1内   胃   整外診療所
     医院 加賀郡吉備中央町上竹５８４－３常　勤:    1医院　理事長　木戸　 小   現存
     (医       1)悦子 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353311,012,8 医療法人　賀陽クリニ〒716-1112 0866-54-1519医療法人　賀陽クリニ本後　隆史 平 3. 2. 1内   整外 小  診療所
     ック 加賀郡吉備中央町湯山１００３番常　勤:    1ツク　理事長　本後　 現存
     地１ (医       1)隆史 平30. 2. 1
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 1354311,013,6 医療法人　外科牧原医〒716-1403 0866-52-2469医療法人　外科牧原医牧原　司幸 平 8. 5. 1外   整外 胃  診療所
     院 真庭市宮地１４８１番地の１ 常　勤:    1院　理事長　牧原　司 組織変更 こう 現存
     (医       1)幸 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355311,014,4 さとう医院 〒716-1433 086-652-9898医療法人　ひいらぎ　佐藤　恭久 平12. 8. 1外   整外 診療所
     真庭市下呰部４５２番地 常　勤:    1理事長　佐藤　恭久 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356320,024,2 坂本診療所 〒719-2343 0866-29-2810西江　寛格 西江　寛格 昭58. 5. 1内   外   産婦診療所
     高梁市成羽町坂本１２８５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357321,014,2 医療法人宏仁会　医療〒716-0111 0866-42-2315医療法人宏仁会　理事松浦　隆彦 昭63. 8. 1内   精   他  診療所
     法人宏仁会　まつうら高梁市成羽町下原１００４－１ 常　勤:    1長　松浦　隆彦 現存
     クリニック (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358330,024,0 金田医院 〒719-3504 0867-98-2302金田　一孝 金田　一孝 平元. 7. 1内   小   診療所
     新見市大佐永富１６１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359331,019,9 哲西町診療所 〒719-3701 0867-94-9224社会医療法人哲西会　土井　浩二 平13.11. 1内   小   放  診療所
     新見市哲西町矢田３６０４ 常　勤:    3理事長　深井　正 新規 現存
     (医       3) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360331,020,7 防災診療所 〒718-0312 0867-96-2822医療法人国際貢献大学河相　淳一郎 平17. 2. 1内   診療所
     新見市哲多町田淵７０ 常　勤:    1校医療機構　理事長　 新規 現存
     (医       1)河相　淳一郎 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361340,063,6 谷田医院 〒717-0501 0867-66-3616谷田　恒 谷田　恒 昭46. 5. 1内   外   整外診療所
     真庭市蒜山中福田２９９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362340,069,3 耳鼻咽喉科福島医院 〒719-3213 0867-42-3377福島　和久 福島　和久 昭54. 3. 1耳い 診療所
     真庭市多田３３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1363340,071,9 中井医院 〒717-0024 0867-44-4848中井　靖典 中井　靖典 昭55. 9. 1内   診療所
     真庭市月田６８５８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364340,072,7 中山病院 〒719-3201 0867-42-0371中山　博雅 中山　博雅 昭56. 3.25一般 病院
     真庭市久世２５０８番地 常　勤:    2     一般     3現存
     (医       1) 平29. 3.25療養
     (薬       1)     療養    39
     非常勤:    6 内   外   整外
     (医       6) 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365340,079,2 内科小児科本山医院 〒719-3155 0867-52-1551本山　雄三 本山　雄三 昭60. 4. 1内   小   眼  診療所
     真庭市下方１２２６－１ 常　勤:    1 放   リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1消化器内科・循
     非常勤:    2 環器内科・漢方
     (医       2) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366340,082,6 杉山内科循環器科医院〒719-3201 0867-42-5012西原　正信 西原　正信 平 2. 7. 1他   診療所
     真庭市久世２５１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367340,094,1 岸本整形外科医院 〒719-3201 0867-42-0495岸本　真 岸本　真 平16.11. 1一般        19診療所
     真庭市久世２８２９ 常　勤:    2 移転 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368341,008,0 総合病院　落合病院 〒719-3144 0867-52-1133医療法人社団井口会　井口　大助 昭32. 9. 1一般 病院
     真庭市落合垂水２５１ 常　勤:   15理事長　井口　大助     一般   137現存
     (医      10) 平29. 9. 1療養
     (薬       5)     療養    36
     非常勤:   32 内   小   外  
     (医      32) 整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369341,010,6 医療法人　美甘会　勝〒717-0007 0867-44-3161医療法人美甘会　理事竹内　義明 昭34. 4. 1一般 病院
     山病院 真庭市本郷１８１９ 常　勤:    3長　竹内　義明     一般    50現存
     (医       2) 平28. 4. 1内   アレ 外  
     (薬       1) 整外 形外 眼  
     非常勤:   24 麻   リハ 他  
     (医      23)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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   158 頁

 1370341,013,0 医療法人　向陽台病院〒719-3141 0867-52-0131医療法人社団井口会　田中　和芳 昭42. 4. 1精神       170病院
     真庭市上市瀬３６８ 常　勤:    5理事長　井口　大助 精   心内 他  現存
     (医       4) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371341,016,3 金田病院 〒719-3105 0867-52-1191社会医療法人緑壮会　水島　孝明 昭56.10. 1一般       130病院
     真庭市西原６３番地 常　勤:   23理事長　金田　道弘 療養        42現存
     (医      19) 平29.10. 1内   呼内 神内
     (薬       4) 外   心外 整外
     非常勤:   69 脳外 リウ 皮  
     (医      69) ひ   眼   リハ
     放   麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372341,020,5 医療法人洗心堂　宮島〒717-0024 0867-44-2403医療法人洗心堂　宮島宮島　啓人 平 3. 9. 1内   小   診療所
     医院 真庭市月田６８４０ 常　勤:    2医院　理事長　宮島　 現存
     (医       2)啓人 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373341,021,3 医療法人日新会　遠藤〒717-0602 0867-66-3002医療法人日新会　遠藤遠藤　英利 平 3. 9. 1内   呼   消  診療所
     クリニツク 真庭市蒜山上福田６９４番地 常　勤:    1クリニツク　理事長　 循   外   現存
     (医       1)遠藤　英利 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374341,022,1 松坂内科医院 〒719-3201 0867-42-3300医療法人真人会　理事松坂　宏人 平 4. 7. 1内   小   放  診療所
     真庭市久世２８７３番地 常　勤:    2長　松坂　宏人 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375341,024,7 医療法人髙田医院 〒719-3117 0867-52-2233医療法人　髙田医院　髙田　為行 平 6. 1. 1外   整外 他  診療所
     真庭市福田２７８ 常　勤:    1理事長　髙田　為行 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376341,025,4 医療法人　前原医院 〒719-3202 0867-42-5267医療法人　前原医院　前原　進 平 6. 3. 1内   外   ひ  診療所
     真庭市中島３９２－３ 常　勤:    1理事長　前原　進 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377341,026,2 医療法人片岡医院 〒717-0413 0867-62-3400医療法人片岡医院　理片岡　久和 平 7. 4. 1内   小   診療所
     真庭市禾津１７２－４ 常　勤:    1事長　片岡　久和 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1378341,027,0 医療法人敬和会　近藤〒717-0013 0867-44-2671医療法人敬和会　近藤近藤　秀則 平 8. 1. 1一般        55病院
     病院 真庭市勝山１０７０ 常　勤:    3病院　理事長　近藤　 内   整外 脳外現存
     (医       3)正美 平29. 1. 1皮   リハ 麻  
     非常勤:   36 外   他   
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379341,029,6 医療法人　イケヤ医院〒719-3201 0867-42-0122医療法人　イケヤ医院池田　文昭 平 8. 9. 7内   胃   小  診療所
     真庭市久世２９２６番地の３ 常　勤:    1　池田　文昭 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 7
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380341,031,2 杉江医院 〒719-3155 0867-52-3456医療法人　久和会　理小天　和也 平11. 4. 1内   小   外  診療所
     真庭市下方５８３番地１ 常　勤:    1事長　小天　和也 組織変更 整外 皮   リウ現存
     (医       1) 平29. 4. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381341,032,0 まにわ整形外科クリニ〒719-3224 0867-42-7300医療法人山上会　理事山上　洋治 平11. 8. 1一般        18診療所
     ック 真庭市目木１８８５番地の１ 常　勤:    1長　山上　洋治 組織変更 整外 内   皮  現存
     (医       1) 平29. 8. 1形外 美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382341,034,6 石賀医院 〒717-0501 0867-66-3041医療法人石賀　理事長石賀　光明 平12. 1. 1内   小   外  診療所
     真庭市蒜山中福田２６０番地 常　勤:    1　石賀　光明 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383341,035,3 医療法人　まつうら会〒719-3201 0867-42-5686医療法人まつうら会　松浦　秀和 平12. 7. 1脳外 内   小  診療所
     　まつうら医院 真庭市久世２４３３番地の１ 常　勤:    1理事長　松浦　秀和 組織変更 眼   整外 リハ現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384350,034,4 只友医院 〒709-3905 0868-42-2043薄元　茂 薄元　茂 昭62. 8.18一般         1診療所
     津山市加茂町塔中１０５ 常　勤:    1 療養         5現存
     (医       1) 平29. 8.18内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385350,036,9 藤本診療所 〒708-0333 0868-54-3350藤本　叔作 藤本　叔作 平元. 6. 1内   小   診療所
     苫田郡鏡野町古川４２１－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386350,037,7 武田医院 〒708-0351 0868-54-0552武田　正彦 武田　正彦 平元. 6. 1内   消   小  診療所
     苫田郡鏡野町入４８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387350,042,7 山田医院 〒708-0323 0868-54-0019山田　哲夫 山田　哲夫 平10. 4. 1内   小   診療所
     苫田郡鏡野町寺元３４３－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
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 1388350,044,3 西村眼科医院 〒708-0333 0868-54-0240西村　昌之 西村　昌之 平26. 1. 1眼   診療所
     苫田郡鏡野町古川１５０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389351,006,1 一般財団法人共愛会　〒708-0332 0868-54-0312一般財団法人共愛会　沼　義則 昭32. 9. 1一般        52病院
     芳野病院 苫田郡鏡野町吉原３１２ 常　勤:    5芳野病院　理事長　藤 療養        58現存
     (医       5)本　宗平 平29. 9. 1内   他   外  
     非常勤:   15 整外 小外 リハ
     (医      15) 放   神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390351,018,6 医療法人天空会　三村〒708-0312 0868-56-0101医療法人天空会　三村三村　興二 平 6. 9. 1内   精   小  診療所
     医院 苫田郡鏡野町香々美８５０の８ 常　勤:    1医院　理事長　三村　 リハ 現存
     (医       1)興二 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391360,036,7 太平台医院 〒709-4334 0868-38-5775山下　祥一 山下　祥一 昭58. 4. 1一般        19診療所
     勝田郡勝央町平１２４２番地 常　勤:    1 内   小   放  現存
     (医       1) 平28. 4. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392360,042,5 松野内科医院 〒707-0113 0868-77-1310松野　繁 松野　繁 平 5.12. 1内   循   診療所
     美作市真加部５４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393360,043,3 野々上医院 〒708-1325 0868-36-8282野々上　忠彦 野々上　忠彦 平 7. 4. 1内   リハ 麻  診療所
     勝田郡奈義町滝本１３３２－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394360,045,8 影山医院 〒708-1224 0868-29-1511影山　有恒 影山　有恒 平13. 4. 2内   循   消  診療所
     津山市上村６２－１ 常　勤:    1 移転 呼   現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395360,046,6 小林医院 〒709-4311 0868-38-2008小林　照和 小林　照和 平14. 1. 1内   呼   循  診療所
     勝田郡勝央町岡３７ 常　勤:    1 交代 消   麻   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396360,047,4 大村医院 〒709-4316 0868-38-2058大村　晃一 大村　晃一 平15. 3.30内   小   皮  診療所
     勝田郡勝央町勝間田２２０－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 3.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397360,050,8 おはら皮ふ科 〒709-4316 0868-38-5586小原　進 小原　進 平27. 5.11皮   診療所
     勝田郡勝央町勝間田１７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.11
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 1398361,006,9 社会医療法人清風会　〒708-1204 0868-36-3311社会医療法人清風会　左野　和彦 昭32. 9. 1療養        60病院
     日本原病院 津山市日本原３５２ 常　勤:    6理事長　森　崇文 内   神内 他  現存
     (医       5) 平29. 9. 1リハ 耳い 放  
     (薬       1) 心内 眼   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399361,019,2 さとう記念病院 〒709-4312 0868-38-6688医療法人　さとう記念佐藤　通洋 平 5.11. 1一般 病院
     勝田郡勝央町黒土４５ 常　勤:   10病院　理事長　佐藤　     一般    46現存
     (医       7)仁思 平29.11. 1療養
     (薬       3)     療養    88
     非常勤:   31 一般
     (医      31)     一般    45
     内   外   整外
     脳外 心外 皮  
     ひ   眼   耳い
     リハ 放   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400361,021,8 医療法人　本位田診療〒708-1205 0868-36-5613医療法人　本位田診療神坂　謙 平 8. 1. 1内   眼   リハ診療所
     所 津山市新野東１７９７－１２ 常　勤:    1所　理事長　神坂　謙 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401361,022,6 医療法人勝北クリニッ〒708-1223 0868-29-7701医療法人勝北クリニツ島居　忠良 平12. 5. 1内   胃   小  診療所
     ク　勝北すこやかクリ津山市坂上２２１番地の１ 常　勤:    2ク　理事長　島居　忠 新規 リハ 現存
     ニック (医       2)良 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402361,023,4 小坂田医院 〒709-4316 0868-38-2043医療法人小坂田医院　小坂田　宗倫 平14. 9. 1内   呼   消  診療所
     勝田郡勝央町勝間田１７８ 常　勤:    1理事長　小坂田　宗倫 組織変更 循   小   婦  現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403361,024,2 勝北診療所 〒708-1215 0868-29-2324医療法人こころ勝北診平井　龍三 平16.12. 1内   消   小  診療所
     津山市杉宮１４－２ 常　勤:    1療所　理事長　平井　 組織変更 現存
     (医       1)龍三 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404370,047,2 和田外科医院 〒707-0014 0868-72-3333和田　龍顕 和田　龍顕 昭51. 1. 1外   整外 麻  診療所
     美作市北山９１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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 1405370,051,4 青山医院 〒701-2604 0868-74-2005青山　重男 青山　重男 昭64. 1. 1内   消   循  診療所
     美作市福本５４９ 常　勤:    2 小   リハ 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406370,057,1 山田医院 〒707-0025 0868-72-0222山田　紳介 山田　紳介 平12. 3.12一般         5診療所
     美作市栄町１０－１４ 常　勤:    1 交代 内   産婦 現存
     (医       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407371,010,9 湯郷ファミリークリニ〒707-0062 08687-2-0531社会医療法人清風会　大門　友博 昭39. 7. 1内   小   診療所
     ック 美作市湯郷８１５－６ 常　勤:    5理事長　森　崇文 現存
     (医       5) 平30. 7. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408371,011,7 医療法人三水会　田尻〒707-0003 0868-72-0380医療法人三水会　田尻窪田　政寛 昭40. 6. 1一般        46病院
     病院 美作市明見５５０の１ 常　勤:    6病院　理事長　窪田　 療養        55現存
     (医       3)政寛 平28. 6. 1内   外   整外
     (薬       3) 小   皮   他  
     非常勤:   26 脳外 
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409371,015,8 医療法人　菊池クリニ〒707-0004 0868-72-5858医療法人　菊地クリニ菊池　了子 平 6. 5. 1皮   アレ 心内診療所
     ツク 美作市入田２２５－１ 常　勤:    1ック　理事長　菊池　 現存
     (医       1)了子 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410371,016,6 医療法人豊医会　原医〒707-0015 0868-72-8100医療法人豊医会　原医原　太久茂 平 7. 5. 1一般        19診療所
     院 美作市豊国原３６３－２ 常　勤:    3院　理事長　原　太久 外   整外 内  現存
     (医       3)茂 平28. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411371,017,4 医療法人　河田医院 〒707-0025 0868-72-0510医療法人　河田医院　田中　浩喜 平 8. 5. 1耳い 診療所
     美作市栄町７５－１ 常　勤:    2理事長　河田　香織 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412371,018,2 岡本医院 〒707-0025 0868-72-0225医療法人　岡本医院　岡本　祐二 平 8. 8. 1眼   診療所
     美作市栄町４０番地の８ 常　勤:    1理事長　岡本　祐二 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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   163 頁

 1413371,020,8 医療法人美風会　美作〒707-0003 0868-72-0461医療法人美風会　美作山本　倫典 平 9. 5. 1療養 病院
     (375,020,0) 中央病院 美作市明見３５７番地の１ 常　勤:    4中央病院　理事長　山 組織変更     療養    56現存
     (医       3)本　倫典 平30. 5. 1療養
     (薬       1)     療養    54
     非常勤:   18 内   リハ 放  
     (医      14) 歯   
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414371,021,6 木田医院 〒707-0061 0868-72-4373医療法人天佑会　木田木田　惠子 平11.12. 1一般         7診療所
     美作市中山１４８２－３ 常　勤:    1外科内科医院　理事長 組織変更 療養        12現存
     (医       1)　木田　惠子 平29.12. 1内   小   他  
     消化器内科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415380,059,5 田口医院　大戸分院 〒708-1546 0868-62-1017田口　仁士 田口　仁士 平 9. 2. 2内   麻   診療所
     久米郡美咲町大戸下２５３－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416380,061,1 近藤クリニック 〒709-3614 0867-28-3233近藤　正得 近藤　正得 平19. 3.24内   胃   診療所
     久米郡久米南町下弓削３８９－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417380,062,9 関医院 〒709-3717 0868-66-1155関　真理 関　真理 平23. 4. 1内   外   他  診療所
     久米郡美咲町原田１７３２－１ 常　勤:    2 交代 乳腺外科 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418380,063,7 河合内科医院 〒709-3627 086-722-3131河合　良介 河合　良介 平30. 4. 1内   診療所
     久米郡久米南町神目中７９４－６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419381,021,4 一般財団法人賀陽広済〒709-3403 0867-27-2007一般財団法人賀陽広済青野　準 昭59. 3. 1内   診療所
     院　西川診療所 久米郡美咲町里８８５－１ 常　勤:    2院　理事長　青野　準 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420381,024,8 医療法人　亀乃甲診療〒709-3717 0868-66-1000医療法人　亀乃甲診療岩本　博通 平 6. 4. 1一般        14診療所
     所 久米郡美咲町原田３１５４－１ 常　勤:    2所　理事長　岩本　博 内   小   現存
     (医       2)通 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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   164 頁

 1421381,025,5 医療法人三憲会　柵原〒708-1523 0868-62-1006医療法人三憲会　柵原曽根　希信 平 8. 7. 1療養 病院
     病院 久米郡美咲町吉ケ原９９２番地 常　勤:    4病院　理事長　曽根　 組織変更     療養    48現存
     (医       3)希信 平29. 7. 1内   小   外  
     (薬       1) 放   リハ 
     非常勤:   22 循環器内科
     (医      21)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422381,026,3 医療法人健生会　くめ〒709-4613 0868-57-7300医療法人　健生会　く小澤　健 平14. 5. 1内   消   外  診療所
     診療所 津山市宮尾２５３－１ 常　勤:    1め診療所　理事長　小 組織変更 整外 皮   リハ現存
     (医       1)澤　健 平26. 5. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423391,001,4 ももたろう吉備高原ク〒716-1241 0866-56-6311医療法人ももたろう整宮本　恒弘 平17. 4. 1内   外   整外診療所
     リニック 加賀郡吉備中央町吉川７５３１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 移転 皮   ひ   リハ現存
     (医       1)伊藤　士郎 平29. 4. 1心内 精   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424391,002,2 下土井クリニック 〒709-2553 0867-35-0806医療法人塚本内科医院塚本　眞言 平22. 1. 1内   診療所
     加賀郡吉備中央町富永１４０３－常　勤:    1　理事長　塚本　眞言 移転 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425880,003,8 独立行政法人労働者健〒702-8055 086-262-0131独立行政法人労働者健三好　新一郎 昭32.11. 1一般       358病院
     康安全機構　岡山労災岡山市南区築港緑町１丁目１０番常　勤:   98康安全機構　理事長　 内   呼内 心内現存
     病院 ２５号 (医      94)有賀　徹 平29.11. 1精   小   外  
     (薬       4) 整外 形外 脳外
     非常勤:   11 皮   ひ   婦  
     (医      11) 眼   耳い リハ
     放   麻   
     消化器内科、腫
     瘍内科、循環器
     内科、病理診断
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426880,005,3 くすのき園診療所 〒710-0031 086-429-1391社会福祉法人　倉敷市秋山　仁美 昭47.10. 1整外 小   診療所
     倉敷市有城７１０番地 常　勤:    1総合福祉事業団くすの 現存
     (医       1)き園診療所　理事長　 平29.10. 1
     非常勤:    1森脇　正行
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1427880,006,1 岡山赤十字病院 〒700-0941 086-222-8811日本赤十字社　社長　辻　尚志 昭60. 5. 1一般       500病院
     (884,006,3) 岡山市北区青江二丁目１番１号 常　勤:  172近衞　忠煇 内   精   神内現存
     (医     144) 平30. 5. 1小   整外 形外
     (歯       1) 脳外 呼外 心外
     (薬      27) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   40 眼   耳い リハ
     (医      37) 放   麻   リウ
     (歯       2) 他   歯   外  
     (薬       1) 血液内科・腎臓
     内科・脳血管内
     治療外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428880,007,9 独立行政法人労働者健〒716-1241 0866-56-7141独立行政法人労働者健徳弘　昭博 昭62. 6. 1一般       150病院
     (884,007,1) 康安全機構　吉備高原加賀郡吉備中央町吉川７５１１ 常　勤:   12康安全機構　理事長　 内   ひ   整外現存
     医療リハビリテーショ (医       9)有賀　徹 平29. 6. 1リハ 神内 歯  
     ンセンター (歯       1) アレ 皮   
     (薬       2)
     非常勤:   32
     (医      29)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429880,008,7 岡山済生会総合病院 〒700-8511 086-252-2211社会福祉法人恩賜財団山本　和秀 平28. 1. 1一般 病院
     岡山市北区国体町２番２５号 常　勤:  158済生会支部岡山県済生 移転     一般   553現存
     (医     158)会　支部長　岩本　一 平28. 1. 1内   呼内 リウ
     非常勤:   85壽 外   呼外 整外
     (医      85) 脳外 形外 美外
     心内 精   小  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   病理
     他   神内 
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科、内分泌
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430880,012,9 岡山赤十字病院玉野分〒706-0002 0863-31-5117日本赤十字社　社長　横山　祐二 昭44. 8.15一般 病院
     院 玉野市築港５丁目１６番２５号 常　勤:    5近衞　忠煇     一般    41現存
     (医       3) 平29. 8.15療養
     (薬       2)     療養    42
     非常勤:    8 内   皮   リハ
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1431880,013,7 独立行政法人自動車事〒700-0927 086-244-7041社会福祉法人恩賜財団衣笠　和孜 平 6. 2. 1一般        50病院
     故対策機構　岡山療護岡山市北区西古松２丁目８番３５常　勤:    6済生会支部岡山県済生 脳外 精   麻  現存
     センター 号 (医       5)会　支部長　岩本　一 平30. 2. 1外   リハ 
     (薬       1)壽
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432880,015,2 岡山済生会国体町診療〒700-0021 086-252-2222社会福祉法人　恩賜財前田　幸夫 平10. 5. 1内   外   脳外診療所
     所 岡山市北区国体町３番１２号 常　勤:    5団済生会支部岡山県済 新規 整外 精   神  現存
     (医       5)生会　支部長　岩本　 平28. 5. 1
     非常勤:    2一壽
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433880,016,0 済生会　吉備病院 〒701-1334 086-287-8655社会福祉法人　恩賜財坪井　雅弘 平18. 4. 1一般 病院
     岡山市北区高松原古才５８４－１常　勤:    7団　済生会　支部　岡 新規     一般    75現存
     (医       6)山県済生会　支部長　 平30. 4. 1内   小   外  
     (薬       1)岩本　一壽 整外 婦   リハ
     非常勤:   51 放   脳外 形外
     (医      49)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434880,017,8 岡山済生会昭和町診療〒700-0032 086-252-2200社会福祉法人恩賜財団竹井　信行 平20. 4. 1内   婦   診療所
     所 岡山市北区昭和町１２－１５ 常　勤:    3済生会　支部　岡山県 新規 現存
     (医       3)済生会　支部長　岩本 平26. 4. 1
     非常勤:    4　一壽
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435880,018,6 岡山済生会県庁内診療〒700-0824 086-801-3165社会福祉法人恩賜財団中塔　辰明 平28. 4. 1内   診療所
     所 岡山市北区内山下２丁目５－７丸常　勤:    1済生会支部岡山県済生 移転 現存
     の内会館１階 (医       1)会　支部長　岩本　一 平28. 4. 1
     非常勤:    3壽
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436890,010,1 岡山市こころの健康セ〒700-8546 086-803-1273岡山市長　大森　雅夫太田　順一郎 平21. 6. 1精   診療所
     ンター 岡山市北区鹿田町１－１－１保健常　勤:    1 新規 現存
     福祉会館４階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1437890,012,7 倉敷市立市民病院 〒711-0921 086-472-8111倉敷市長　伊東　香織江田　良輔 昭48.10. 1一般       198病院
     (894,012,9) 倉敷市児島駅前２丁目３９番地 常　勤:   24 内   呼内 外  現存
     (医      21) 平24.10. 1神内 整外 アレ
     (薬       3) リウ 小   ひ  
     非常勤:   22 産婦 眼   耳い
     (医      22) リハ 放   麻  
     形外 脳外 他  
     歯外 
     消化器内科　循
     環器内科　緩和
     ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438890,013,5 倉敷市休日夜間急患セ〒710-0038 0864-25-5020公益財団法人倉敷市保山田　斉 昭57.10. 1内   小   診療所
     ンター 倉敷市新田２６８９番地 常　勤:    6健医療センター　倉敷 現存
     (医       6)市長　伊東　香織 平24.10. 1
     非常勤:   82
     (医      82)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439890,021,8 総合病院　玉野市立玉〒706-0011 0863-31-2101玉野市長　黒田　晋 山原　茂裕 昭48.10. 1一般 病院
     野市民病院 玉野市宇野２丁目３番１号 常　勤:   16     一般   199現存
     (医      12) 平24.10. 1内   外   ひ  
     (薬       4) 整外 眼   耳い
     非常勤:   39 婦   小   脳外
     (医      38) 皮   麻   放  
     (薬       1) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440890,032,5 笠岡市立市民病院 〒714-0081 0865-63-2191笠岡市長　小林　嘉文稲垣　登稔 昭38. 9. 1一般       160病院
     笠岡市笠岡５６２８の１ 常　勤:   12 療養        34現存
     (医       8) 平29. 9. 1内   外   整外
     (薬       4) 皮   産婦 小  
     非常勤:   27 放   眼   耳い
     (医      27) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441890,034,1 笠岡市国民健康保険　〒714-0037 0865-68-3613笠岡市　笠岡市長　小小野　彰範 昭48. 7. 1一般         1診療所
     真鍋島診療所 笠岡市真鍋島４０２３番地の１ 常　勤:    1林　嘉文 内   小   整外現存
     (医       1) 平30. 7. 1放   外   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442890,035,8 笠岡市六島診療所 〒714-0038 0865-68-2234笠岡市　笠岡市長　小小野　彰範 昭39. 1.27内   診療所
     笠岡市六島５８５８－５ 常　勤:    2林　嘉文 現存
     (医       2) 平30. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［岡山県］

［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   168 頁

 1443890,036,6 笠岡市北木島診療所 〒714-0301 笠岡市　笠岡市長　小小野　泰生 平14. 9. 1内   診療所
     笠岡市北木島町３８０２－５３ 常　勤:    1林　嘉文 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444890,037,4 笠岡市飛島診療所 〒714-0302 笠岡市　笠岡市長　小福嶋　啓祐 平16. 7. 1内   リハ 診療所
     笠岡市飛島５９２０－２ 常　勤:    1林　嘉文 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445890,038,2 笠岡市高島診療所 〒714-0035 0865-69-2130笠岡市　笠岡市長　小越後谷　良介 平18.11. 1内   外   診療所
     笠岡市高島５０３９－１ 常　勤:    1林　嘉文 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446890,041,6 井原市立井原市民病院〒715-0019 0866-62-1133井原市長　瀧本　豊文合地　明 昭38. 5. 1一般       120病院
     井原市井原町１１８６ 常　勤:   12 療養        60現存
     (医      12) 平29. 5. 1内   小   外  
     非常勤:   52 整外 産婦 眼  
     (医      52) 耳い リハ 放  
     ひ   皮   麻  
     脳外 
     循環器内科、消
     化器外科、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447890,043,2 井原市立美星国保診療〒714-1411 0866-87-2525井原市長　瀧本　豊文谷口　眞 平18. 6. 1内   他   整外診療所
     所 井原市美星町大倉２４６７番地４常　勤:    1 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448890,056,4 高梁市宇治診療所 〒719-2232 0866-29-2012高梁市長　近藤　隆則森脇　洋吉 平 4.10. 1内   神   精  診療所
     高梁市宇治町宇治１６９０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449890,057,2 高梁市中井診療所 〒719-2402 0866-28-2840高梁市長　近藤　隆則三村　恭永 平 8. 4. 1内   外   診療所
     高梁市中井町西方３１６７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450890,058,0 高梁市有漢診療所 〒716-1321 0866-57-3141高梁市長　近藤　隆則三村　恭永 平16.10. 1内   外   放  診療所
     高梁市有漢町有漢８２１３－３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 1451890,059,8 高梁市川上診療所 〒716-0201 0866-48-4188高梁市長　近藤　隆則菅原　英次 平16.10. 1内   精   小  診療所
     (894,059,0) 高梁市川上町地頭２３４０ 常　勤:    3 その他 外   歯   歯外現存
     (医       1) 平28.10. 1
     (歯       1)
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452890,061,4 新見市国民健康保険菅〒718-0211 0867-78-1014新見市長　池田　一二迫田　秀治 昭46. 6. 1内   診療所
     生診療所 新見市菅生６３８２－４ 常　勤:    1三 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453890,062,2 新見市国民健康保険　〒719-2643 0867-74-3180新見市長　池田　一二豊岡　晃輔 昭47. 6. 1内   診療所
     湯川診療所 新見市土橋２４０６ 常　勤:    1三 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454890,065,5 新見市千屋診療所 〒718-0102 0867-77-2003新見市長　池田　一二長岡　巍 昭53. 4. 1内   診療所
     新見市千屋実１４３３－１ 常　勤:    1三 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455890,066,3 新見市井倉診療所 〒719-2551 0867-75-2626新見市長　池田　一二松尾　豊 昭56. 4. 1内   小   皮  診療所
     新見市井倉４９７ 常　勤:    1三 休止
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456890,067,1 新見市足立診療所 〒718-0006 0867-95-7011新見市長　池田　一二金森　達也 昭58. 1. 1内   小   診療所
     新見市足立３８０４番地の４ 常　勤:    2三 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457890,071,3 備前市国民健康保険市〒705-0001 0869-64-3385岡山県備前市長　田原国富　康彦 昭46. 4. 1一般        46病院
     立備前病院 備前市伊部２２４５番地 常　勤:    7　隆雄 療養        44現存
     (医       6) 平28. 4. 1内   外   婦  
     (薬       1) 整外 リハ 放  
     非常勤:   27 麻   脳外 神内
     (医      27) 皮   ひ   
     呼吸器内科、消
     化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1458890,084,6 岡山市久米南町組合立〒709-3111 086-722-0525岡山市久米南町国民健塩田　哲也 昭42. 1.15一般        52病院
     国民健康保険福渡病院岡山市北区建部町福渡１０００ 常　勤:    4康保険病院組合　管理 内   外   整外現存
     (医       2)者　岡山市長　大森　 平30. 1.15婦   リハ 放  
     (薬       2)雅夫 眼   精   脳外
     非常勤:   77 ひ   心外 形外
     (医      77) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459890,116,6 和気町国民健康保険日〒709-0402 0869-93-0308和気町長　草加　信義荻野　健次 平18. 3. 1内   診療所
     笠診療所 和気郡和気町日笠上４０５ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460890,117,4 和気町国民健康保険塩〒709-0506 0869-89-3005和気町長　草加　信義米井　二郎 平18. 3. 1内   診療所
     田診療所 和気郡和気町塩田６４４－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461890,131,5 矢掛町国民健康保険病〒714-1201 0866-82-1326矢掛町長　山野　通彦名部　誠 昭32. 8. 1一般        57病院
     院 小田郡矢掛町矢掛２６９５ 常　勤:    8 療養        60現存
     (医       6) 平29. 8. 1内   外   整外
     (薬       2) 婦   耳い 眼  
     非常勤:   41 皮   小   リハ
     (医      40)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462890,179,4 新庄村国民健康保険診〒717-0201 0867-56-3255新庄村長　小倉　博俊岡　孝一 平 8. 3. 1内   小   診療所
     療所 真庭郡新庄村１９９８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463890,190,1 鏡野町国民健康保険病〒708-0323 0868-54-0011鏡野町長　山崎　親男西林　尚祐 平元. 5. 1一般 病院
     院 苫田郡鏡野町寺元３６５ 常　勤:   11     一般    48現存
     (医       8) 平28. 5. 1療養
     (薬       3)     療養    40
     非常勤:    6 内   小   外  
     (医       6) 整外 耳い リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464890,194,3 鏡野町国民健康保険富〒708-0701 0867-57-2009鏡野町長　山崎　親男寒竹　一郎 平17. 3. 1内   診療所
     診療所 苫田郡鏡野町富西谷１１９ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
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 1465890,195,0 鏡野町国民健康保険奥〒708-0423 0868-52-2121鏡野町長　山崎　親男井上　博士 平17. 3. 1内   整外 診療所
     津診療所 苫田郡鏡野町女原９０－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466890,196,8 鏡野町国民健康保険上〒708-0601 0868-44-2008鏡野町長　山崎　親男奥田　浩嗣 平17. 3. 1内   診療所
     齋原診療所 苫田郡鏡野町上齋原４８０－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467890,210,7 西粟倉村国民健康保険〒707-0503 0868-79-2220西粟倉村国民健康保険谷本　尚吾 平14. 4. 1一般         6診療所
     診療所 英田郡西粟倉村影石９０－１ 常　勤:    1診療所　西粟倉村長　 移転 内   小   整外現存
     (医       1)青木　秀樹 平26. 4. 1皮   
     非常勤:   11 脳神経内科
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468890,211,5 美咲町国民健康保険大〒709-3726 0868-68-0004岡山県久米郡美咲町長青野　良寛 平17. 3.22内   診療所
     垪和診療所 久米郡美咲町大垪和西１１３２－常　勤:    1　定本　一友 その他 現存
     １ (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469890,228,9 奈義ファミリークリニ〒708-1323 0868-36-3012奈義町長　笠木　義孝中山　元 平 7. 4. 1内   小   診療所
     ック 勝田郡奈義町豊沢２９２－１ 常　勤:    5 現存
     (医       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470890,231,3 高梁市西山診療所 〒716-0323 0866-45-3773高梁市長　近藤　隆則細川　かをり 平16.10. 1内   診療所
     高梁市備中町西山２１１５－４ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471890,232,1 高梁市国民健康保険成〒716-0311 0866-45-2219高梁市長　近藤　隆則藤原　洋平 平16.10. 1内   診療所
     羽病院附属平川診療所高梁市備中町平川６１７２－４ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472890,233,9 高梁市国民健康保険成〒716-0303 0866-45-9001高梁市長　近藤　隆則足立　俊典 平16.10. 1内   小   外  診療所
     羽病院附属備中診療所高梁市備中町長屋６－１ 常　勤:    1 その他 放   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1473890,234,7 高梁市国民健康保険成〒716-0111 0866-42-3111高梁市長　近藤　隆則紙谷　晋吾 平16.10. 1一般        54病院
     羽病院 高梁市成羽町下原３０１ 常　勤:   12 その他 療養        42現存
     (医       8) 平28.10. 1内   小   外  
     (薬       4) 整外 婦   皮  
     非常勤:   22 リハ 耳い 眼  
     (医      22) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474890,235,4 高梁市国民健康保険成〒716-0335 0866-45-2518高梁市長　近藤　隆則高橋　美砂 平16.10. 1内   診療所
     羽病院附属田原診療所高梁市成羽町布寄１１９ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475890,236,2 高梁市国民健康保険成〒719-2341 0866-29-2222高梁市長　近藤　隆則那須　龍介 平16.10. 1内   診療所
     羽病院附属吹屋診療所高梁市成羽町吹屋８３８－２ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476890,237,0 高梁市国民健康保険成〒716-0322 0866-45-2519高梁市長　近藤　隆則高橋　美砂 平16.10. 1内   診療所
     羽病院附属湯野診療所高梁市備中町西油野１４０４－１常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477890,241,2 吉備中央町下加茂診療〒709-2331 0867-34-1414吉備中央町長　山本　荒川　謙三 平16.10. 1皮   眼   診療所
     所 加賀郡吉備中央町下加茂１０５１常　勤:    1雅則 その他 現存
     －３ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478890,242,0 吉備中央町新山診療所〒709-2673 0867-35-9977吉備中央町長　山本　近藤　淳 平16.10. 1内   診療所
     加賀郡吉備中央町尾原５０８ 常　勤:    1雅則 その他 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479890,246,1 瀬戸内市立瀬戸内市民〒701-4246 0869-22-1234瀬戸内市長　武久　顕竹内　龍三 平16.11. 1一般 病院
     病院 瀬戸内市邑久町山田庄８４５－１常　勤:    9也 その他     一般    80現存
     (医       9) 平28.11. 1一般
     非常勤:   21     一般    30
     (医      21) 内   外   皮  
     眼   耳い リハ
     整外 小   麻  
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1480890,248,7 瀬戸内市立裳掛診療所〒701-4501 0869-25-0024瀬戸内市長　武久　顕三河内　弘 平16.11. 1内   診療所
     瀬戸内市邑久町虫明５３４－２ 常　勤:    3也 その他 現存
     (医       3) 平28.11. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481890,251,1 赤磐市国民健康保険佐〒701-2432 0869-54-2032赤磐市長　友實　武則牧野　浩二 平17. 3. 7内   耳い 診療所
     伯北診療所 赤磐市塩木１４ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3. 7
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482890,252,9 赤磐市国民健康保険是〒701-2525 0869-54-0183赤磐市長　友實　武則牧野　浩二 平17. 3. 7内   診療所
     里診療所 赤磐市是里３１２１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3. 7
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483890,256,0 倭文診療所 〒709-4625 0868-57-3028津山市長　宮地　昭範三谷　健 平17. 2.28内   小   放  診療所
     津山市里公文１６７４－１ 常　勤:    1 その他 整外 外   現存
     (医       1) 平29. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484890,261,0 国際貢献大学校メディ〒718-0303 0867-96-9188新見市長　池田　一二河相　淳一郎 平17. 3.31一般 診療所
     カルクリニック 新見市哲多町本郷１３３４－１ 常　勤:    2三 その他     一般    16現存
     (医       2) 平29. 3.31産婦 小   内  
     非常勤:    3 外   リハ 放  
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485890,262,8 新見市大佐診療所 〒719-3503 0867-98-2500新見市長　池田　一二迫田　秀治 平17. 3.31内   眼   診療所
     新見市大佐小阪部１４７０ 常　勤:    1三 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486890,263,6 新見市国民健康保険神〒719-3611 0867-92-6001新見市長　池田　一二金森　達也 平17. 3.31内   小   診療所
     代診療所 新見市神郷下神代３９４６ 常　勤:    1三 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487890,264,4 新見市国民健康保険新〒719-2801 0867-93-5003新見市長　池田　一二堀口　繁 平17. 3.31内   小   診療所
     郷診療所 新見市神郷釜村１１８７－１ 常　勤:    1三 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
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 1488890,266,9 新見市油野診療所 〒719-3612 0867-95-7014新見市長　池田　一二金森　達也 平17. 3.31内   小   診療所
     新見市神郷油野２００４ 常　勤:    1三 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489890,267,7 新見市高瀬診療所 〒719-2802 0867-93-5070新見市長　池田　一二金森　達也 平19. 1. 9内   小   診療所
     新見市神郷高瀬１２２６ 常　勤:    2三 移転 現存
     (医       2) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490890,273,5 美作市立作東診療所 〒709-4234 0868-75-2772美作市長　萩原　誠司遠藤　順朗 平17. 3.31一般 診療所
     美作市江見２８０ 常　勤:    1 その他     一般    13現存
     (医       1) 平29. 3.31療養
     非常勤:    1     療養     6
     (医       1) 内   循   放  
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491890,274,3 美作市立粟井診療所 〒709-4203 0868-76-0051美作市長　萩原　誠司森　崇文 平17. 3.31内   診療所
     美作市小野２５６５－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492890,275,0 美作市立英田診療所 〒701-2615 0868-74-2041美作市長　萩原　誠司玉井　友里子 平17. 3.31内   診療所
     美作市中川１６７５－６ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493890,276,8 美作市立大原病院 〒707-0412 0868-78-3121美作市長　萩原　誠司塩路　康信 平17. 5. 1一般 病院
     美作市古町１７７１－９ 常　勤:    5 移転     一般    40現存
     (医       4) 平29. 5. 1療養
     (薬       1)     療養    40
     非常勤:   24 内   外   整外
     (医      24) リハ 眼   放  
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494890,278,4 真庭市国民健康保険湯〒717-0403 0867-62-2221真庭市長　太田　昇 野村　修一 平17. 3.31一般 病院
     原温泉病院 真庭市下湯原５６ 常　勤:    9 その他     一般    50現存
     (医       7) 平29. 3.31療養
     (薬       2)     療養    55
     非常勤:   27 内   神内 外  
     (医      27) 整外 脳外 呼外
     皮   婦   リハ
     放   リウ アレ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1495890,279,2 真庭市国民健康保険湯〒717-0513 0867-67-2007真庭市長　太田　昇 濱崎　健太郎 平17. 3.31内   診療所
     原温泉病院　中和診療真庭市蒜山下和１８３３－２ 常　勤:    3 その他 現存
     所 (医       3) 平29. 3.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496890,280,0 真庭市国民健康保険湯〒717-0421 0867-65-2013真庭市長　太田　昇 後藤　浩之 平17. 3.31内   診療所
     原温泉病院　二川診療真庭市粟谷８１－１ 常　勤:    1 その他 現存
     所 (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497890,282,6 真庭市国民健康保険湯〒717-0411 0867-62-3805真庭市長　太田　昇 岡　孝一 平17. 3.31内   診療所
     原温泉病院　見明戸診真庭市見明戸８９６ 常　勤:    1 その他 現存
     療所 (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498890,284,2 真庭市国民健康保険湯〒717-0105 0867-56-2611真庭市長　太田　昇 池上　憲 平18. 9. 1内   診療所
     原温泉病院　美甘診療真庭市美甘４１３４ 常　勤:    1 新規 現存
     所 (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499890,289,1 備前市国民健康保険市〒701-3204 0869-72-1111備前市長　田原　隆雄越智　信夫 平17. 3.22内   整外 診療所
     立頭島診療所 備前市日生町日生２７８８－１０常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平29. 3.22
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500890,290,9 備前市国民健康保険市〒701-3203 0869-72-1111備前市長　田原　隆雄越智　信夫 平17. 3.22内   整外 診療所
     立大多府診療所 備前市日生町大多府９ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平29. 3.22
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501890,292,5 備前市国民健康保険市〒709-0212 0869-84-2489備前市長　田原　隆雄山田　礼二郎 平17. 3.22内   外   耳い診療所
     立神根診療所 備前市吉永町神根本１６２－４番常　勤:    3 その他 整外 眼   現存
     地 (医       3) 平29. 3.22
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1502890,293,3 備前市国民健康保険市〒709-0303 0869-85-0006備前市長　田原　隆雄山田　礼二郎 平17. 3.22内   外   耳い診療所
     立三国診療所 備前市吉永町都留岐３１９ 常　勤:    3 その他 整外 眼   現存
     (医       3) 平29. 3.22
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503890,294,1 備前市国民健康保険市〒701-3202 0869-72-1111備前市長　田原　隆雄越智　信夫 平18. 3. 1一般 病院
     立日生病院 備前市日生町寒河２５７０－４１常　勤:    6 移転     一般    40療養病床
     (医       4) 平30. 3. 1療養 現存
     (薬       2)     療養    52
     非常勤:   17 内   外   整外
     (医      17) 眼   放   リウ
     ひ   リハ 脳外
     婦   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504890,295,8 備前市国民健康保険市〒709-0224 0869-84-2120岡山県備前市長　田原中野　秀治 平18. 4.24一般 病院
     立吉永病院 備前市吉永町吉永中５６３－４ 常　勤:    9　隆雄 移転     一般    50現存
     (医       5) 平30. 4.24内   外   整外
     (薬       4) 眼   放   脳外
     非常勤:   26 ひ   リハ 小  
     (医      26) 呼外 麻   心外
     婦   精   神内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505890,301,4 国立病院機構岡山市立〒709-2133 0867-24-0012岡山市長　大森　雅夫大森　信彦 平24. 4. 1一般 病院
     金川病院 岡山市北区御津金川４４９ 常　勤:    3 新規     一般    30現存
     (医       3) 平30. 4. 1内   外   眼  
     非常勤:   28 皮   リハ 
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506890,302,2 美作市立梶並診療所 〒707-0201 0868-77-2222美作市　美作市長　萩森　浩郎 平26. 4. 1内   小   診療所
     美作市梶並５０１番地１ 常　勤:    2原　誠司 交代 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507890,305,5 岡山市立せのお病院 〒701-0205 086-282-1211地方独立行政法人　岡森末　真八 平26. 4. 1一般 病院
     岡山市南区妹尾８５０番地 常　勤:    4山市立総合医療センタ 組織変更     一般    60現存
     (医       3)ー　理事長　松本　健 平26. 4. 1内   外   整外
     (薬       1)五 眼   耳い 皮  
     非常勤:   35 リハ 放   ひ  
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508890,306,3 美作市立福山診療所 〒709-4254 0868-75-2105美作市長　萩原　誠司遠藤　順朗 平26. 5. 1内   循   診療所
     美作市万善２４－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
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 1509890,307,1 赤磐市国民健康保険熊〒709-0705 086-995-1251赤磐市　赤磐市長　友中西　豊 平26. 7. 1内   外   リハ診療所
     山診療所 赤磐市松木６２１番地４ 常　勤:    1實　武則 移転 整外 ひ   循  現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510890,308,9 岡山市立市民病院 〒700-8557 086-737-3000地方独立行政法人岡山松本　健五 平27. 5. 1一般 病院
     岡山市北区北長瀬表町３丁目２０常　勤:   87市立総合医療センター 移転     一般   387現存
     番１号 (医      87)　理事長　松本　健五 平27. 5. 1結核         7
     非常勤:   64 一般（感染）
     (医      62)     感染     6
     (歯       2) 内   神内 心内
     精   外   整外
     形外 脳外 産婦
     眼   耳い 小  
     皮   ひ   麻  
     放   リハ リウ
     病理 アレ 呼内
     呼外 
     消化器内科、循
     環器内科、血液
     内科、糖尿病内
     科他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511890,309,7 笠岡市白石島診療所 〒714-0036 0865-68-3148笠岡市　笠岡市長　小小栗栖　和郎 平27. 8. 1内   外   診療所
     笠岡市白石島５７０－２ 常　勤:    1林　嘉文 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512890,311,3 岡山市休日夜間急患診〒700-0835 086-225-2225岡山市　岡山市長　大三浦　寛人 平28. 2. 1小   内   診療所
     療所 岡山市北区東中央町３番１４号 常　勤:    1森　雅夫 移転 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:  180
     (医     180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513970,005,4 岡山県精神保健福祉セ〒700-0985 086-201-0441岡山県知事　伊原木　野口　正行 平28. 3.28精   診療所
     ンター附属診療所 岡山市北区厚生町三丁目３番１号常　勤:    4隆太 移転 現存
     (医       4) 平28. 3.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1514980,001,1 岡山大学病院 〒700-8558 086-223-7151国立大学法人岡山大学金澤　右 平 5.10. 1一般 特定機能
     (984,001,3) 岡山市北区鹿田町２－５－１ 常　勤:  539　学長　槇野　博史     一般   819病院
     (医     381) 平29.10. 1精神        34現存
     (歯     158) 一般（感染）
     非常勤:  820     感染     2
     (医     549) 内   精   小  
     (歯     271) 外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   心外 形外
     歯   矯歯 小歯
     歯外 小外 リハ
     消化管外科、肝
     ・胆・膵外科、
     脳神経内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515980,003,7 独立行政法人国立病院〒701-1192 086-294-9911独立行政法人国立病院佐藤　利雄 平13. 4. 1一般       609病院
     (984,003,9) 機構　岡山医療センタ岡山市北区田益１７１１－１ 常　勤:  115機構　理事長　楠岡　 移転 内   精   神内現存
     ー (医     114)英雄 平25. 4. 1消   循   アレ
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:  113 形外 脳外 呼外
     (医     112) 心外 小外 皮  
     (歯       1) ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     放   歯   小歯
     麻   病理 
     薬剤部
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516990,002,7 独立行政法人国立病院〒701-0304 086-482-1121独立行政法人国立病院谷本　安 昭32. 8. 1一般       375病院
     (994,002,9) 機構　南岡山医療セン都窪郡早島町早島４０６６ 常　勤:   28機構　理事長　楠岡　 結核        25現存
     ター (医      23)英雄 平29. 8. 1内   神内 呼内
     (薬       5) リウ 小   アレ
     非常勤:   11 外   整外 皮  
     (医       4) 耳い 麻   リハ
     (歯       6) 放   歯   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517990,003,5 国立療養所　長島愛生〒701-4501 0869-25-0321国立療養所長島愛生園山本　典良 昭59. 9. 1一般       649病院
     (994,003,7) 園 瀬戸内市邑久町虫明６５３９ 常　勤:   13　園長　山本　典良 内   精   循  現存
     (医      10) 平29. 9. 1整外 皮   眼  
     (歯       2) 耳い 歯   外  
     (薬       1) 麻   
     非常勤:   17
     (医      17)
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 1518990,004,3 国立療養所　邑久光明〒701-4501 0869-25-0011国立療養所邑久光明園青木　美憲 昭59. 9. 1一般       410病院
     (994,004,5) 園 瀬戸内市邑久町虫明６２５３ 常　勤:   12　園長　青木　美憲 内   外   整外現存
     (医      10) 平29. 9. 1皮   眼   耳い
     (歯       2) 歯   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


