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    101,1001,3 中国電力　株式会社　〒730-0051 082-241-8221中国電力　株式会社　河村　寛 昭32. 7. 1一般 病院
     (01,3001,7) 中電病院 広島市中区大手町３丁目４－２７常　勤:   32取締役社長　清水　希 新規     一般   207現存
     (医      31)茂 平29. 7. 1一般
     (歯       1)     一般    41
     非常勤:   38 内   小   外  
     (医      34) 整外 皮   ひ  
     (歯       4) 産婦 眼   耳い
     放   麻   リハ
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1003,9 瀬戸産婦人科医院 〒734-0025 082-281-1359瀨戸　真理子 瀨戸　真理子 平15. 3.23産婦 診療所
     広島市南区東本浦町２２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1006,2 県立広島病院 〒734-8530 082-254-1818広島県知事　湯﨑　英木矢　克造 昭32. 7. 1一般       662病院
     (01,3006,6) 広島市南区宇品神田１丁目５－５常　勤:  189彦 その他 精神        50現存
     ４ (医     186) 平29. 7. 1内   他   呼内
     (歯       3) リウ 整外 形外
     非常勤:   19 皮   ひ   眼  
     (医      19) 耳い リハ 歯  
     歯外 麻   脳内
     脳外 小   小外
     産   婦   病理
     他１５件　消内
     、内視鏡内、内
     分泌内、精神神
     経、消・
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1009,6 医療法人　灰塚医院 〒730-0011 082-221-6909医療法人　灰塚医院　灰塚　隆敏 平元. 4. 1内   呼   胃  診療所
     広島市中区基町１８－４－４ 常　勤:    1理事長　灰塚　隆敏 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1013,8 国家公務員共済組合連〒730-0822 082-241-2167国家公務員共済組合連奥道　恒夫 昭32. 9. 1一般       111病院
     合会　吉島病院 広島市中区吉島東三丁目２－３３常　勤:   21合会　理事長　松元　 新規 結核        41療養病床
     (医      21)崇 平28. 8.31療養        47現存
     非常勤:   17 内   他   外  
     (医      17) 呼外 整外 眼  
     耳い 麻   放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    601,1014,6 日本製鋼所広島製作所〒736-0082 082-281-1211株式会社　日本製鋼所吉永　光一郎 平 2. 7. 1内   診療所
     診療所 広島市安芸区船越南１丁目６－１常　勤:    1広島製作所　常務理事 移転 現存
     (医       1)　所長　井上　茂樹 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1017,9 花栗医院 〒730-0044 082-241-5536花栗　睦和 花栗　睦和 平 9.11. 1内   循   小  診療所
     広島市中区宝町７－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1018,7 医療法人社団　はつき〒730-0017 082-221-1684医療法人社団　はつき田中　敏文 平14. 4. 1産婦 内   診療所
     会　井槌産婦人科 広島市中区鉄砲町９－２４ 常　勤:    1会　理事長　田中　敏 移転 現存
     (医       1)晴 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1023,7 医療法人　三和会　お〒730-0051 082-243-0001医療法人　三和会　理日域　大輔 昭63.11. 1療養        50病院
     おうち病院 広島市中区大手町３丁目７－１１常　勤:    3事長　日域　大陸 組織変更 内   他   外  療養病床
     (医       3) 平24.11. 1リハ 現存
     非常勤:    3 循環器内科・消
     (医       3) 化器内科・内視
     鏡内科・肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1025,2 医療法人　あかね会　〒730-8655 082-243-9191医療法人　あかね会　土谷　治子 昭56.11. 1一般       394病院
     土谷総合病院 広島市中区中島町３－３０ 常　勤:   56理事長　土谷　晋一郎 交代 内   呼内 他  現存
     (医      56) 平29.11. 1リウ 小   外  
     非常勤:   18 整外 心外 皮  
     (医      18) こう 産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     消化器内科、循
     環器内科、血液
     内科、内分泌内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1032,8 医療法人　住田医院 〒730-0051 082-241-3735医療法人　住田医院　清永　ときよ 平19. 4. 1内   小   アレ診療所
     広島市中区大手町５丁目６－２３常　勤:    1理事長　清永　ときよ 組織変更 現存
     エスポワールたかのばし１・２階(医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1201,1042,7 広島赤十字・原爆病院〒730-8619 082-241-3111日本赤十字社広島県支古川　善也 昭32.10. 1一般       565病院
     (01,3042,1) 広島市中区千田町１丁目９－６ 常　勤:  128部　支部長　湯﨑　英 新規 内   他   神内現存
     (医     121)彦 平29.10. 1呼内 精   外  
     (歯       7) 呼外 脳外 整外
     非常勤:   18 リウ 産婦 小  
     (医      17) 耳い 眼   皮  
     (歯       1) ひ   麻   歯外
     病理 リハ 
     他１１件　肝臓
     内科、腎臓内科
     、血液内科、内
     分泌・
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1044,3 財務省共済組合広島国〒730-0012 082-221-9211財務省共済組合広島国松井　千鶴 昭32.10. 1内   診療所
     税局支部診療所 広島市中区上八丁堀６－３０ 常　勤:    1税局支部　支部長　重 新規 現存
     (医       1)藤　哲郎 平30. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1051,8 松田病院 〒734-0005 082-253-1245医療法人　翠星会　理松田　文雄 平18. 5. 1精神       110病院
     広島市南区翠４丁目１３－７ 常　勤:    6事長　松田　文雄 組織変更 精   他   現存
     (医       6) 平30. 5. 1他－１件　児童
     非常勤:   12 精神科
     (医      10)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1052,6 於保医院 〒734-0005 082-251-4012於保　弘美 於保　弘美 昭48. 6. 1内   小   診療所
     広島市南区翠一丁目１０－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1053,4 医療法人社団　田中眼〒734-0005 082-255-6622医療法人社団　田中眼田中　恵子 平元. 4. 1眼   診療所
     科医院 広島市南区翠１丁目３－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　田中 交代 現存
     (医       1)　恵子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1058,3 生塩眼科 〒734-0001 082-251-2845生塩　元章 生塩　元章 平16.12.12一般         5診療所
     広島市南区出汐１－３－７ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平28.12.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1061,7 高橋耳鼻咽喉科 〒730-0051 082-247-7060高橋　春夫 高橋　春夫 昭63. 1. 1耳   い   診療所
     広島市中区大手町２丁目１－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1901,1063,3 澤崎産婦人科 〒732-0824 082-261-2168澤崎　雅俊 澤崎　雅俊 平20. 8. 7一般        12診療所
     広島市南区的場町２丁目２－１５常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平26. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1075,7 田村医院 〒734-0011 082-251-4043医療法人田村医院　理田村　裕幸 平11. 4. 1内   外   胃  診療所
     広島市南区宇品海岸２丁目１２－常　勤:    1事長　田村　裕幸 組織変更 他   小   循  現存
     ２５ (医       1) 平29. 4. 1放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1076,5 医療法人社団　江島医〒734-0015 082-251-2525医療法人社団　江島医山木戸　英人 平元. 5. 1内   小   放  診療所
     院 広島市南区宇品御幸２丁目５－７常　勤:    1院　理事長　江島　久 組織変更 呼内 アレ 現存
     (医       1)美子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1077,3 岡田整形外科医院 〒734-0015 082-251-4614医療法人社団　岡田整岡田　徹也 平 3. 9. 1一般        15診療所
     広島市南区宇品御幸４丁目９－２常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 整外 リハ 現存
     ２ (医       1)岡田　徹也 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1078,1 医療法人社団　竹本医〒734-0011 082-251-0932医療法人社団　竹本医竹本　祐司 平元. 8. 1内   小   呼  診療所
     院 広島市南区宇品海岸２丁目２－１常　勤:    1院　理事長　竹本　祐 組織変更 現存
     １ (医       1)司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1079,9 竹内医院 〒734-0004 082-251-2321竹内　真 竹内　真 平14. 5. 1内   消   循  診療所
     広島市南区宇品神田４－７－８ 常　勤:    2 移転 放   こう 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1081,5 和田耳鼻咽喉科 〒734-0004 082-256-1133医療法人　和田耳鼻咽和田　秀毅 平 7.12. 1耳   い   診療所
     広島市南区宇品神田５丁目５－９常　勤:    1喉科　理事長　和田　 移転 現存
     (医       1)秀毅 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1082,3 一般社団法人　日本海〒734-0011 082-251-2565一般社団法人　日本海勝丸　裕司 平10. 7. 1内   消   神内診療所
     員掖済会　広島掖済会広島市南区宇品海岸２丁目１２－常　勤:    1員掖済会　会長　谷山 移転 現存
     診療所 ３５ (医       1)　將 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1083,1 川本耳鼻咽喉科医院 〒734-0004 082-251-5256医療法人　川本耳鼻咽川本　英子 平 2. 4. 1耳   い   診療所
     広島市南区宇品神田１丁目１－３常　勤:    1喉科医院　理事長　川 組織変更 現存
     (医       1)本　英子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1086,4 医療法人社団　宏精ク〒734-0015 082-256-0065医療法人社団　宏精ク胤森　信宏 平 8.11. 1内   呼   循  診療所
     リニック 広島市南区宇品御幸３丁目１－１常　勤:    2リニック　胤森　信宏 組織変更 小   産   婦  現存
     １ (医       2) 平29.11. 1リハ 
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   2901,1087,2 医療法人　牛尾内科医〒734-0004 082-254-5131医療法人　牛尾内科医牛尾　剛士 平 8.11. 1一般        19診療所
     院 広島市南区宇品神田５丁目２２－常　勤:    2院　理事長　牛尾　剛 組織変更 内   呼   胃  現存
     １７ (医       2)士 平29.11. 1小   リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1088,0 沢近医院 〒734-0015 082-251-0261澤近　紀夫 澤近　紀夫 平元. 6.11内   循   小  診療所
     広島市南区宇品御幸１丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平28. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1092,2 井上内科医院 〒734-0004 082-251-1711医療法人　さつき会　井上　忠雄 平13.10. 1一般         3診療所
     広島市南区宇品神田２丁目１５－常　勤:    1理事長　井上　忠雄 組織変更 内   小   循  現存
     ３ (医       1) 平25.10. 1胃   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1098,9 真田病院 〒734-0007 082-253-1291医療法人　慈徳会　理真田　博明 平17.10. 1一般        21病院
     広島市南区皆実町３丁目１３－２常　勤:    5事長　 田　光博 組織変更 療養        29療養病床
     １ (医       5) 平29.10. 1産婦 整外 外  現存
     非常勤:    1 内   リハ 麻  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1107,8 医療法人社団　福原医〒734-0005 082-251-1092医療法人社団　福原医檜山　桂子 平元. 8. 1一般        15診療所
     院 広島市南区翠１丁目２－１１ 常　勤:    1院　理事長　檜山　桂 組織変更 療養         4療養病床
     (医       1)子 平28. 8. 1内   リウ 他  現存
     非常勤:    4 アレ 外   小外
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1108,6 島内科医院 〒730-0051 082-249-6161島　一秀 島　秀行 平 6. 2. 1内   他   診療所
     広島市中区大手町１丁目５－２５常　勤:    2 移転 消化器内科（内現存
     (医       2) 平30. 2. 1視鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1113,6 大岩内科 〒730-0017 082-221-2930大岩　慈郎 大岩　慈郎 平14. 1. 1循   内   胃  診療所
     広島市中区鉄砲町２－６ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1121,9 畑川小児科 〒736-0082 082-823-8181畑川　祐一郎 畑川　祐一郎 平15. 1. 1小   診療所
     広島市安芸区船越南３丁目５－３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1127,6 石田医院 〒732-0016 082-229-0118医療法人　石田医院　石田　秀子 平 2. 6. 1内   胃   小  診療所
     広島市東区戸坂出江２丁目１０－常　勤:    1理事長　石田　秀子 交代 放   現存
     ３１ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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   3801,1129,2 中澤内科病院 〒730-0032 082-247-0532中澤　英治 中澤　英治 昭55.11. 1療養        24病院
     広島市中区立町４－１９ 常　勤:    1 移転 内   胃   放  療養病床
     (医       1) 平28.11. 1神内 心内 精  現存
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1131,8 滝口耳鼻咽喉科 〒730-0036 082-247-2062滝口　峻 滝口　峻 平 3. 6. 1耳   い   気食診療所
     広島市中区袋町４－３滝口ビル６常　勤:    1 移転 アレ 現存
     Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1142,5 医療法人　土本病院 〒730-0015 082-228-3390医療法人　土本病院　土本　重雄 平10. 4. 1療養        70病院
     広島市中区橋本町４－７ 常　勤:    2理事長　土本　重雄 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1147,4 守屋耳鼻咽喉科診療所〒730-0016 082-227-1932守屋　隆 守屋　隆 平17. 5. 1耳い アレ 診療所
     広島市中区幟町７－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1158,1 上村医院 〒730-0813 082-249-4655医療法人上村医院　理森　志郎 平元.11. 1内   小   放  診療所
     広島市中区住吉町８－１９ 常　勤:    1事長　森　志郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1164,9 医療法人社団　祐仁会〒734-0053 082-281-1717医療法人社団　祐仁会川上　正仁 平 8. 7. 9内   胃   消  診療所
     　川上医院 広島市南区青崎１丁目７－２ 常　勤:    1　理事長　川上　正仁 交代 皮   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1173,0 塩田病院 〒734-0052 082-281-5515塩田　克昭 塩田　克昭 昭62. 6. 1療養        24病院
     広島市南区堀越１丁目７－３６ 常　勤:    2 交代 胃   外   整外療養病床
     (医       2) 平29. 6. 1内   リハ 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1179,7 医療法人　社団　藤村〒732-0802 082-281-5523医療法人　社団　藤村藤村　節子 平 5. 6. 1内   他   診療所
     医院 広島市南区大州２丁目１５－１１常　勤:    2医院　理事長　藤村　 組織変更 他２件：循環器現存
     (医       2)節子 平29. 6. 1内科、血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1181,3 医療法人社団　豊島医〒732-0042 082-281-1612医療法人社団　豊島医豊島　仁 平14. 1. 1内   胃   小  診療所
     院 広島市東区矢賀１丁目６－２６ 常　勤:    2院　理事長　豊島　仁 移転 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1183,9 中岡医院 〒732-0044 082-283-4970森田　実 森田　実 平 5. 5. 7内   神   胃  診療所
     広島市東区矢賀新町４丁目１－２常　勤:    1 交代 現存
     ８ (医       1) 平29. 5. 7



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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     7 頁

   4801,1185,4 山崎耳鼻咽喉科医院 〒732-0053 082-261-0578山崎　靖夫 山崎　靖夫 昭53. 9. 2耳   い   診療所
     広島市東区若草町２１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1193,8 永山医院 〒730-0001 082-221-2811医療法人社団　寿会　汐見　千寿 平 2. 8. 1内   診療所
     広島市中区白島北町１０－１ 常　勤:    1理事長　汐見　千寿 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1194,6 医療法人　社団　天野〒730-0005 082-221-0121医療法人　社団　天野天野　雅夫 平18.11. 1精   神   内  診療所
     医院 広島市中区西白島町７－３１ 常　勤:    2医院　理事長　天野　 組織変更 現存
     (医       2)雅夫 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1198,7 山地内科医院 〒732-0067 082-221-2602山地　久幸 山地　久幸 平16. 3.25一般         1診療所
     広島市東区牛田旭２丁目４－１４常　勤:    1 交代 内   小   他  現存
     (医       1) 平28. 3.25透析 
     循環器内科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1206,8 皮膚科泌尿器科山崎医〒730-0015 082-227-6227山崎　正博 山崎　正博 昭60. 4. 1皮   ひ   アレ診療所
     院 広島市中区橋本町５－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1209,2 とうぎ整形外科・リハ〒730-0049 082-244-4114医療法人社団　絆　理東儀　敬哲 平20. 5.19整外 リハ 麻  診療所
     ビリクリニック 広島市中区南竹屋町５－８ 常　勤:    1事長　東儀　敬哲 移転 内   現存
     (医       1) 平26. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1219,1 医療法人社団　仁鷹会〒730-0042 082-242-1515医療法人社団　仁鷹会林　鷹治 平12.10. 1一般       106病院
     (01,3565,1) 　たかの橋中央病院 広島市中区国泰寺町２丁目４－１常　勤:   12　理事長　林　鷹治 組織変更 内   整外 外  現存
     ６ (医      11) 平24.10. 1耳い ひ   脳外
     (歯       1) 歯外 皮   
     非常勤:   31
     (医      27)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1224,1 芥川産婦人科医院 〒732-0824 082-261-5014芥川　甫 芥川　甫 昭54. 1. 6産婦 診療所
     広島市南区的場町１丁目５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1227,4 新井内科 〒732-0828 082-261-2862医療法人社団　新井内新井　重紀 平元.10. 1内   リハ 診療所
     広島市南区京橋町７－１８ 常　勤:    1科　理事長　新井　重 交代 現存
     (医       1)紀 平28.10. 1
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   5701,1236,5 川村内科胃腸科医院 〒730-0825 082-241-7092川村　一郎 川村　一郎 昭56.11. 3内   胃   診療所
     広島市中区光南１丁目５－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1238,1 大野木耳鼻咽喉科医院〒732-0067 082-221-5585大野木　信 大野木　信 平16. 1. 1耳い 診療所
     広島市東区牛田旭１丁目７－１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1240,7 斎内科 〒730-0032 082-247-1882斎　隆 斎　隆 昭60. 1. 1消   内   循  診療所
     広島市中区立町４－２１立町Ｋ１常　勤:    1 移転 現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1245,6 医療法人三渓会　川堀〒732-0826 082-263-0303医療法人三渓会　川堀川堀　勝史 平11.10. 1一般        40病院
     病院 広島市南区松川町３－８ 常　勤:    3病院　理事長　川堀　 組織変更 他   外   リハ現存
     (医       3)勝史 平29.10. 1麻   
     非常勤:    2 他－１件（大腸
     (医       2) ・肛門外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1247,2 医療法人　杉本会　杉〒730-0051 082-241-0070医療法人　杉本会　理竹中　康雄 平 5. 5. 1一般        10診療所
     本眼科医院 広島市中区大手町３丁目１３－１常　勤:    2事長　竹中　康雄 組織変更 眼   現存
     ４ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1249,8 地方職員共済組合広島〒730-8511 082-228-2111地方職員共済組合広島榎木　尚子 昭32.10.31内   放   診療所
     県支部診療所 広島市中区基町１０－２３ 常　勤:    1県　支部長　湯﨑　英 新規 現存
     (医       1)彦 平29.10.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1257,1 三好医院 〒730-0004 082-221-1531三好　雪久 三好　雪久 平12. 3. 1内   胃   外  診療所
     広島市中区東白島町１７－１ 常　勤:    1 交代 こう 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1263,9 医療法人社団　大山皮〒730-0017 082-221-1446医療法人社団　大山皮横山　寧恵 平13.10. 1皮   診療所
     ふ科クリニック 広島市中区鉄砲町３－１ 常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　横山　寧恵 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1270,4 築山内科医院 〒732-0004 082-229-0737築山　文昭 築山　文昭 平21. 1. 1内   他   放  診療所
     広島市東区戸坂山崎町８番９号 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
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   6601,1272,0 住谷内科・消化器内科〒734-0007 082-251-2596医療法人住谷内科・消住谷　彰夫 平 8. 3. 1内   胃   循  診療所
     ・リハビリテーション広島市南区皆実町４丁目８－８ 常　勤:    1化器内科・リハビリテ 組織変更 リハ 現存
     科 (医       1)ーション科　理事長　 平29. 3. 1
     住谷　彰夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1274,6 西村内科医院 〒730-0043 082-244-1838医療法人　西村内科医西村　保彦 平元.10. 1内   呼   消  診療所
     広島市中区富士見町２－２１ 常　勤:    2院　理事長　西村　保 組織変更 現存
     (医       2)彦 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1284,5 広島第一病院 〒732-0013 082-229-0211医療法人社団　和風会松岡　龍雄 平 9.10. 1精神       200病院
     広島市東区戸坂南２丁目９－１５常　勤:    5　理事長　松岡　龍雄 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       5) 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1290,2 井上内科小児科医院 〒734-0005 082-251-5810井上　快助 井上　快助 昭35. 4. 1内   小   診療所
     広島市南区翠２丁目２１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1307,4 半田耳鼻咽喉科医院 〒734-0001 082-251-0729医療法人社団　泰悦会半田　正文 平 2. 9. 1耳い 気食 診療所
     広島市南区出汐１丁目１２－２ 常　勤:    2　理事長　半田　正文 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1315,7 医療法人　しろくま会〒734-0023 082-281-3578医療法人　しろくま会白尾　謙一郎 平13.11. 1小   アレ 診療所
     　しらお小児科・アレ広島市南区東雲本町２丁目６－３常　勤:    1　理事長　白尾　謙一 組織変更 現存
     ルギー科クリニック ２ (医       1)郎 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1322,3 津谷内科呼吸器科クリ〒732-0062 082-221-5463医療法人　津谷内科　中村　賢二 平16. 4. 1内   呼   放  診療所
     ニック 広島市東区牛田早稲田１丁目６－常　勤:    2理事長　津谷　隆史 組織変更 リハ 現存
     ３ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1325,6 堂面医院 〒734-0007 082-251-1510堂面　政俊 堂面　政俊 平20. 1. 1小   内   麻  診療所
     広島市南区皆実町３丁目４－３４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1331,4 松島耳鼻咽喉科医院 〒730-0036 082-247-4718松島　隆浩 松島　隆浩 平12. 5. 1耳   い   診療所
     広島市中区袋町１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1338,9 折口内科医院 〒730-0822 082-241-6836高橋　浩一 高橋　浩一 平20. 9. 1内   他   診療所
     広島市中区吉島東１丁目４－１６常　勤:    1 交代 呼吸器内科、緩現存
     (医       1) 平26. 9. 1和ケア内科
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   7601,1342,1 東雲クリニック 〒734-0021 082-281-8641竹岡　秀生 竹岡　秀生 平11. 2. 1内   胃   こう診療所
     広島市南区上東雲町３０－２０ 常　勤:    1 移転 呼   循   外  現存
     (医       1) 平29. 2. 1リハ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1343,9 岡田クリニック 〒734-0024 082-282-1565医療法人　俊和会　岡岡田　和也 平10. 3. 1一般         6診療所
     広島市南区仁保新町１丁目９－１常　勤:    1田クリニック　理事長 組織変更 内   外   胃  現存
     ２ (医       1)　岡田　和也 平28. 3. 1こう 整外 リハ
     主たる診療科：
     内科へ変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1345,4 村上外科内科 〒734-0022 082-282-1025村上　博宣 村上　博宣 平 9. 9. 1整外 内   呼  診療所
     広島市南区東雲２丁目１８－１５常　勤:    3 交代 胃   循   外  現存
     (医       3) 平24. 9. 1リハ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1354,6 石田耳鼻咽喉科医院 〒734-0036 082-251-8018医療法人社団　石田耳浜井　行夫 平 6. 4. 1耳   い   診療所
     広島市南区旭２丁目４－２８ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移転 現存
     (医       1)　浜井　行夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1355,3 竹本内科・眼科医院 〒734-0034 082-251-1518竹本　剛 竹本　剛 平13. 5. 1内   眼   小  診療所
     広島市南区丹那町６－１５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1363,7 槙坪病院 〒732-0052 082-263-5788槙坪　毅 槙坪　毅 平15. 8. 1療養        95病院
     広島市東区光町１丁目１４－２ 常　勤:    5 交代 療養       225療養病床
     (医       5) 平27. 8. 1内   神内 他  現存
     非常勤:    8 放   リハ 
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1369,4 医療法人社団　大安会〒734-0023 082-281-8266医療法人社団　大安会大道　和宏 平13. 4. 1内   呼   循  診療所
     　大道内科 広島市南区東雲本町２丁目１７－常　勤:    1　大道内科　理事長　 移転 アレ 放   現存
     ５ (医       1)大道　和宏 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1370,2 くすのきクリニック 〒730-0825 082-245-3248大久保　信二 大久保　信二 平18. 7. 1整外 リハ 外  診療所
     広島市中区光南１丁目１５－１０常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1371,0 医療法人　岡本内科消〒730-0825 082-245-3649医療法人岡本内科消化岡本　英一 平 2. 9. 1内   消   循  診療所
     化器科クリニック 広島市中区光南１丁目１５－５ 常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 呼   現存
     (医       1)長　岡本　英一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8501,1373,6 回生医院 〒732-0052 082-261-2400望月　義久 望月　義久 昭40. 6. 1こう 整外 リハ診療所
     広島市東区光町１－９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1377,7 広島原爆障害対策協議〒730-0052 082-243-2451公益財団法人広島原爆藤原　佐枝子 平元. 9. 1内   放   婦  診療所
     会　健康管理・増進セ広島市中区千田町３丁目８－６ 常　勤:    8障害対策協議会　会長 移転 眼   呼   消胃現存
     ンター (医       8)　平松　恵一 平28. 9. 1循   外   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1382,7 伊達眼科医院 〒732-0822 082-286-2468医療法人社団美貴会　竹本　知恵子 平11. 4. 1眼   診療所
     広島市南区松原町２－３７ 常　勤:    1竹本　知恵子 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1387,6 梶山内科医院 〒730-0029 082-247-9086梶山　正治 梶山　正治 平 9. 7.28内   呼   胃  診療所
     広島市中区三川町２－１サンリバ常　勤:    1 交代 循   放   現存
     ービル４Ｆ (医       1) 平30. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1398,3 山本整形外科病院 〒734-0053 082-282-6161医療法人　健真会　理伊東　祥介 平11. 6. 1一般        36病院
     広島市南区青崎２丁目４－２０ 常　勤:    1事長　山本　健之 組織変更 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1402,3 医療法人社団　田丸整〒730-0814 082-243-4785医療法人社団　田丸整田丸　卓弥 平12. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 広島市中区羽衣町２－１５ 常　勤:    1形外科　理事長　田丸 組織変更 現存
     (医       1)　卓弥 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1403,1 古江クリニック 〒732-0003 082-229-0331古江　俊昭 古江　俊昭 平19. 5. 1内   他   呼内診療所
     広島市東区戸坂中町３－１２ 常　勤:    2 交代 小   リハ アレ現存
     (医       2) 平25. 5. 1他－循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1405,6 広島市医師会附属診療〒730-8611 082-247-7191一般社団法人広島市医石田　啓 平元. 8. 1内   診療所
     所 広島市中区千田町３丁目８－６ 常　勤:    1師会　所長　松村　誠 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1424,7 医療法人社団　古川医〒734-0023 082-281-7889医療法人社団古川医院古川　義紀 昭62.11. 1一般         7診療所
     院 広島市南区東雲本町１丁目１－２常　勤:    3　理事長　古川　義紀 組織変更 療養        12現存
     (医       3) 平29.11. 1内   神内 他  
     非常勤:    3
     (医       3)
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   9401,1425,4 医療法人社団　あやめ〒734-0014 082-251-6218医療法人社団　あやめ福原　宏平 昭62.11. 1一般        19診療所
     会　福原整形外科医院広島市南区宇品西４丁目４－８ 常　勤:    1会　理事長　福原　宏 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)平 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1428,8 戸田眼科的場医院 〒732-0824 082-262-0148戸田　慎三郎 戸田　慎三郎 平 2.10. 1眼   診療所
     広島市南区的場町２丁目３－２５常　勤:    3 移転 現存
     (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1434,6 十河クリニック 〒732-0824 082-261-0676医療法人社団そごう会十河　正信 平元. 7. 1内   精   神  診療所
     広島市南区的場町１丁目７－２０常　勤:    2　十河　正信 組織変更 神内 循   リハ現存
     (医       2) 平28. 7. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1456,9 野島内科医院 〒734-0023 082-282-5517医療法人　野島内科医野島　秀樹 平 2. 9. 1内   小   呼  診療所
     広島市南区東雲本町一丁目１２－常　勤:    3院　理事長　野島　達 組織変更 消   他   現存
     ３ (医       3)也 平29. 9. 1他－６件　糖尿
     病内科、循環器
     内科、脂質代謝
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1457,7 松本内科循環器科医院〒730-0825 082-243-7585医療法人社団　幸明会松本　敏幸 平元. 5. 1内   循   診療所
     広島市中区光南１丁目１６－２３常　勤:    2　理事長　松本　敏幸 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1459,3 医療法人　坪井皮膚科〒730-0013 082-221-1244医療法人　坪井皮膚科坪井　賢朗 平 6. 7. 1皮   ひ   性  診療所
     泌尿科性病科医院 広島市中区八丁堀１１－１８ 常　勤:    2泌尿科性病科医院　理 移転 現存
     (医       2)事長　坪井　賢朗 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1460,1 大槻外科医院 〒732-0802 082-281-2151大槻　房蔵 大槻　房蔵 平 6.10. 1胃   外   放  診療所
     広島市南区大州３丁目９－１５ 常　勤:    1 その他 麻   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1464,3 西田眼科医院 〒734-0025 082-282-8501西田　時子 西田　時子 昭45.12. 1眼   診療所
     広島市南区東本浦町１６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1465,0 高畑医院 〒734-0015 082-251-5355医療法人社団　高畑医高畑　長吉 平18. 9. 1神   精   内  診療所
     広島市南区宇品御幸５丁目１６－常　勤:    2院　理事長　高畑　長 移転 心内 現存
     １６ (医       2)吉 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1483,3 医療法人社団　上田耳〒732-0033 082-280-3387医療法人社団　上田耳上田　直之 平 7. 1. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 広島市東区温品６丁目３－１５ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　上 組織変更 現存
     (医       1)田　直之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10401,1487,4 医療法人社団　しまも〒734-0003 082-254-6300医療法人社団　しまも島本　学 平元.11. 1他   内   外  診療所
     と医院 広島市南区宇品東７丁目２－２６常　勤:    3と医院　理事長　島本 組織変更 整外 現存
     (医       3)　学 平28.11. 1内視鏡・消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1494,0 医療法人　せのがわ　〒739-0323 082-892-1055医療法人　せのがわ　津久江　亮大郎 昭63. 4. 1精神       213病院
     (01,3511,5) 瀬野川病院 広島市安芸区中野東４丁目１１－常　勤:   17理事長　下原　千夏 組織変更 精神       112現存
     １３ (医      17) 平30. 4. 1精   心内 内  
     非常勤:   25 放   歯   
     (医      18)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1514,5 中津井内科胃腸科医院〒730-0004 082-221-1382医療法人誠愛会　理事中津井　俊之 平19. 6. 1内   胃   診療所
     広島市中区東白島町８－１９ 常　勤:    1長　中津井　俊之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1519,4 医療法人社団　坂下外〒730-0822 082-246-7388医療法人社団　坂下外坂下　英明 昭62.11. 1外   内   呼内診療所
     科 広島市中区吉島東１丁目４－１８常　勤:    1科　理事長　坂下　英 組織変更 他   整外 放  現存
     (医       1)明 平29.11. 1循環器内科、消
     非常勤:    1 化器内科、糖尿
     (医       1) 病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1522,8 広島市こども療育セン〒732-0052 082-263-0683広島市長　松井　一實谷山　純子 昭49. 7. 1精   神   小  診療所
     (01,3318,5) ター附属診療所 広島市東区光町２丁目１５－５５常　勤:    7 新規 整外 眼   耳い現存
     (医       7) 平28. 7. 1歯   
     非常勤:   11
     (医      10)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1524,4 くろせ皮フ科 〒730-0011 082-225-3325医療法人くろせ皮フ科黒瀬　浩一郎 平 5. 4. 1皮   診療所
     広島市中区基町６－２７ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)黒瀬　浩一郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1526,9 セントラル眼科 〒730-0011 082-225-3313荻田　昭三 荻田　昭三 昭49.11. 1眼   診療所
     広島市中区基町６－２７広島セン常　勤:    3 現存
     タービル８階 (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1530,1 小沢医院 〒732-0033 082-289-1021医療法人社団慈聖会　小澤　敦 平元. 7. 1内   循   診療所
     広島市東区温品６丁目３－１３ 常　勤:    1理事長　小澤　敦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11201,1531,9 芳谷眼科医院 〒732-0033 082-289-3011医療法人社団芳谷眼科芳谷　伸洋 平 2. 8. 1眼   診療所
     広島市東区温品５丁目２－２３ 常　勤:    1医院　理事長　芳谷　 組織変更 現存
     (医       1)伸洋 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1532,7 医療法人社団　大下医〒734-0036 082-255-5055医療法人社団大下医院大下　祐一 平 3. 4. 1内   他   診療所
     院 広島市南区旭１丁目１９－２５ 常　勤:    2　理事長　大下　祐一 組織変更 他－呼吸器内科現存
     (医       2) 平30. 4. 1、循環器内科、
     消化器内科、糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1533,5 医療法人社団　佐々木〒732-0828 082-263-6633医療法人社団佐々木内佐々木　達 平元. 6. 1内   診療所
     内科クリニック 広島市南区京橋町１－２－２０１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　佐々木　達 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1534,3 杉屋内科胃腸科医院 〒732-0052 082-263-1225杉屋　武司 杉屋　武司 昭54. 6.30内   他   診療所
     広島市東区光町２丁目８－２５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1537,6 たにクリニック 〒736-0082 082-823-2220谷　充理 谷　充理 平18.10.30内   他   外  診療所
     広島市安芸区船越南２丁目１－１常　勤:    1 交代 放   現存
     １ (医       1) 平24.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1538,4 医療法人社団　泰山会〒736-0081 082-823-2037医療法人社団泰山会　根石　泰徳 平元. 8. 1内   呼   神内診療所
     　根石医院 広島市安芸区船越６丁目３－１９常　勤:    1理事長　根石　泰徳 組織変更 消   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1546,7 医療法人社団　ひろし〒736-0083 082-888-0018医療法人社団ひろし会伊達　是志 平 6. 6. 1小   診療所
     会　だて子どもクリニ広島市安芸区矢野東５丁目７－１常　勤:    3　理事長　伊達　是志 組織変更 現存
     ック ３ (医       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1548,3 浅田病院 〒736-0087 082-888-1191医療法人あさだ会　理浅田　護 平元. 5. 1精神       152病院
     広島市安芸区矢野町７００ 常　勤:    3事長　浅田　護 組織変更 心内 精   他  現存
     (医       3) 平28. 5. 1他－児童心療内
     非常勤:   11 科、思春期心療
     (医      11) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1549,1 医療法人社団　小野耳〒736-0083 082-888-2113医療法人社団小野耳鼻小野　邦彦 平元. 6. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 広島市安芸区矢野東４－１－６ 常　勤:    2咽喉科　理事長　小野 組織変更 現存
     (医       2)　邦彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12101,1558,2 医療法人社団　千田診〒730-0052 082-249-0500医療法人社団千田診療 瀬　脩二 平元. 6. 1内   診療所
     療所 広島市中区千田町３丁目９－１０常　勤:    1所　理事長　 瀬　脩 組織変更 現存
     (医       1)二 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1559,0 医療法人社団　最上ク〒730-0013 082-228-2732医療法人社団最上クリ最上　和夫 平 2. 9. 1内   胃   循  診療所
     リニック 広島市中区八丁堀６－２０ 常　勤:    1ニック　理事長　最上 組織変更 現存
     (医       1)　和夫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1563,2 いけだ放射線科内科 〒730-0814 082-241-3058池田　みどり 池田　みどり 平18. 4. 1放   胃   内  診療所
     広島市中区羽衣町１１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1566,5 尾鍋外科病院 〒730-0042 082-243-3711医療法人社団たかし会福田　康彦 昭62.11. 1一般        50病院
     広島市中区国泰寺町１丁目９－１常　勤:    2　理事長　福田　康彦 組織変更 療養        60療養病床
     ２ (医       2) 平29.11. 1外   皮   他  現存
     非常勤:   16 消外、腎臓・透
     (医      16) 析外、肛門外、
     血管外、腫瘍外
     、臓器移
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1569,9 新田内科医院 〒732-0062 082-227-8585新田　素弘 新田　素弘 昭52. 1. 1内   呼   消  診療所
     広島市東区牛田早稲田１丁目２４常　勤:    1 新規 循   放   現存
     －１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1570,7 十河医院 〒730-0012 082-221-6138十河　泰成 十河　泰成 平15. 1. 1内   神   診療所
     広島市中区上八丁堀８－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1571,5 小武家放射線科胃腸科〒730-0022 082-249-0041医療法人小武家放射線小武家　俊英 平 2. 2. 1呼   胃   循  診療所
     医院 広島市中区銀山町１１－２７ 常　勤:    2科胃腸科医院　理事長 組織変更 放   現存
     (医       2)　小武家　俊英 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1573,1 山崎医院 〒730-0051 082-247-1001山崎　壽之 山崎　壽之 昭52. 3. 1胃   外   整外診療所
     広島市中区大手町２丁目６－１１常　勤:    1 新規 脳外 こう 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1574,9 藤田内科医院 〒730-0005 082-227-2201医療法人社団鯉城会　藤田　高樹 平元. 6. 1内   呼   消胃診療所
     広島市中区西白島町１３－１ 常　勤:    1理事長　藤田　高樹 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13001,1575,6 ワカサ・リハビリ病院〒732-0043 082-264-1001医療法人　ワカサ会　若佐　直定 平15. 8. 1療養       155病院
     広島市東区東山町１５－１ 常　勤:    3理事長　若佐　直定 組織変更 外   内   脳外療養病床
     (医       3) 平27. 8. 1リハ 循   神内現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1578,0 溝口皮膚泌尿器科 〒734-0036 082-255-6333溝口　勝 溝口　勝 昭52. 8. 1皮   ひ   診療所
     広島市南区旭１丁目９－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1580,6 まつだ整形外科 〒732-0816 082-263-2111松田　道雄 松田　道雄 昭60. 4. 1神   消   整外診療所
     広島市南区比治山本町１－２０ 常　勤:    1 交代 リハ リウ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1585,5 北浦皮膚科医院 〒730-0825 082-249-5000北浦　弘幸 北浦　弘幸 昭52.11. 1皮   アレ 診療所
     広島市中区光南１丁目８－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1591,3 加藤内科胃腸科医院 〒739-0323 082-893-1221加藤　晶子 加藤　晶子 平 9. 7. 7一般        12診療所
     広島市安芸区中野東３丁目３－１常　勤:    1 交代 内   呼   消  現存
     ４ (医       1) 平30. 7. 7循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1599,6 夜陣医院 〒732-0802 082-281-3570夜陣　正明 夜陣　正明 昭53.12. 1内   整外 外  診療所
     広島市南区大州２丁目１４－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1601,0 渡部内科医院 〒732-0068 082-223-0230医療法人渡部内科医院土岡　由紀子 平元.11. 1内   呼   消胃診療所
     広島市東区牛田新町１丁目６－３常　勤:    1　理事長　土岡　由紀 組織変更 循   小   現存
     ６ (医       1)子 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1608,5 向井麻酔科外科医院 〒736-0085 082-888-1110向井　正祁 向井　正祁 昭54. 8. 1一般         7診療所
     広島市安芸区矢野西１丁目２８－常　勤:    1 新規 療養        12現存
     ２３ (医       1) 平24. 8. 1循   外   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1609,3 中谷外科医院 〒734-0044 082-255-1101中谷　一彌 中谷　一彌 昭54.12. 1外   他   整外診療所
     広島市南区西霞町１３－２７ 常　勤:    2 新規 消化器内科、肛療養病床
     (医       2) 平27.12. 1門外科 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1610,1 友和クリニック 〒732-0827 082-263-0850宇土　博 宇土　博 昭54.12. 1内   精   神内診療所
     広島市南区稲荷町５－４山田ビル常　勤:    1 新規 整外 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  14001,1612,7 国政内科医院 〒734-0004 082-255-1800医療法人国政内科医院国政　徹明 平 4. 1. 1内   診療所
     広島市南区宇品神田４丁目９－２常　勤:    1　理事長　国政　徹明 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1615,0 戸坂外科医院 〒732-0009 082-220-0050医療法人社団アイオワ村上　邦康 平 2. 1. 1一般         1診療所
     広島市東区戸坂千足２丁目５－１常　勤:    1　理事長　村上　邦康 組織変更 療養        18現存
     ６ (医       1) 平29. 1. 1外   整外 胃  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1620,0 山﨑病院 〒732-0032 082-280-1234医療法人たかまさ会　新宮　哲司 平 2. 9. 1一般        54病院
     (01,3491,0) 広島市東区上温品１丁目２４－９常　勤:    9理事長　山﨑　正志 組織変更 療養       136療養病床
     (医       9) 平29. 9. 1内   他   放  現存
     非常勤:   16 リハ 歯   脳内
     (医      12)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1622,6 三浦内科医院 〒730-0052 082-241-6777医療法人社団三浦内科三浦　功博 平 4. 8. 1内   小   診療所
     広島市中区千田町２丁目９－２１常　勤:    1医院　理事長　三浦　 組織変更 現存
     (医       1)功博 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1623,4 太田川病院 〒732-0009 082-220-0221医療法人社団　輔仁会田中　恒夫 昭59. 5. 1一般       126病院
     広島市東区戸坂千足１丁目２１－常　勤:   13　理事長　満田　一博 組織変更 療養        88療養病床
     ２５ (医      13) 平29. 5. 1外   脳外 整外現存
     非常勤:   50 他   内   呼内
     (医      50) リハ 放   リウ
     他：腎臓外科（
     人工透析）、大
     腸肛門外科、消
     化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1627,5 山田内科医院 〒734-0044 082-255-0055山田　二士 山田　二士 昭55.12. 1内   胃   放  診療所
     広島市南区西霞町１９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1629,1 絹谷産婦人科 〒730-0035 082-247-6399医療法人　絹谷産婦人絹谷　正之 平19. 9. 1産婦 診療所
     広島市中区本通８－２３　本通ヒ常　勤:    3科　理事長　絹谷　正 移転 現存
     ルズ４階 (医       3)之 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14701,1631,7 よしだハートクリニッ〒730-0051 082-246-4188医療法人咸宜会　理事吉田　知己 平14. 5. 1内   循   診療所
     ク 広島市中区大手町３丁目１３－８常　勤:    2長　吉田　知己 交代 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1632,5 医療法人社団　升島医〒734-0004 082-254-5066医療法人社団升島医院升島　朋治 平 2. 6. 1内   消   放  診療所
     院 広島市南区宇品神田２丁目３－１常　勤:    1　理事長　升島　朋治 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1633,3 医療法人社団　沖本眼〒732-0052 082-264-1320医療法人社団沖本眼科沖本　峰子 平元. 7. 1眼   診療所
     科 広島市東区光町２丁目６－３１ 常　勤:    1　理事長　沖本　峰子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1635,8 森整形外科 〒732-0052 082-264-5225医療法人あずさ会　理森　直樹 平 5. 8. 1一般        17診療所
     広島市東区光町１丁目３－１６ 常　勤:    2事長　森　康 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1637,4 医療法人　純心会　行〒736-0085 082-888-5577医療法人　純心会　理行武　純一 平15.10. 1内   放   他  診療所
     武医院 広島市安芸区矢野西１丁目３－２常　勤:    1事長　行武　純一 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1643,2 杉本クリニック 〒730-0042 082-241-4187医療法人社団杉本クリ杉本　嘉朗 昭62. 6. 1内   耳い 気食診療所
     広島市中区国泰寺町２丁目４－２常　勤:    2ニック　理事長　杉本 組織変更 アレ 呼内 現存
     (医       2)　嘉朗 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1644,0 木下皮膚科医院 〒734-0021 082-285-6230木下　三枝子 木下　三枝子 昭56. 9. 1皮   診療所
     広島市南区上東雲町３２－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1645,7 西田内科医院 〒730-0048 082-241-6752西田　修実 西田　修実 昭56.10. 1内   放   診療所
     広島市中区竹屋町１－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1646,5 木原耳鼻咽喉科医院 〒732-0009 082-220-3387木原　泰幸 木原　泰幸 平11. 2. 1耳い 診療所
     広島市東区戸坂千足１丁目４－２常　勤:    1 移転 現存
     ０ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1647,3 冨原脳神経外科医院 〒734-0004 082-255-2255冨原　健司 冨原　健司 昭56.10. 1一般        19診療所
     広島市南区宇品神田２丁目１２－常　勤:    2 新規 脳外 循   外  現存
     １６ (医       2) 平29.10. 1神内 放   
     非常勤:    1
     (医       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

［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    19 頁

  15701,1648,1 高橋内科胃腸科医院 〒732-0056 082-263-1170高橋　信義 高橋　信義 昭56.12. 1内   神   呼  診療所
     広島市東区上大須賀町１２－１１常　勤:    1 新規 消   循   小  現存
     (医       1) 平29.12. 1皮   ひ   リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1651,5 医療法人恒和会　松石〒736-0082 082-823-0003医療法人恒和会　理事松石　賴明 平 2. 6. 1一般        58病院
     病院 広島市安芸区船越南３丁目２３－常　勤:    4長　松石　賴明 組織変更 整外 内   外  療養病床
     ３ (医       4) 平29. 6. 1リハ 他   現存
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1660,6 医療法人てっせん会　〒732-0824 082-261-4663医療法人てっせん会秋秋本　武彦 平11. 7. 1一般        19診療所
     秋本外科医院 広島市南区的場町１丁目７－２１常　勤:    1本外科医院　理事長　 組織変更 外   整外 こう休止
     (医       1)秋本　武彦 平29. 7. 1皮   胃   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1661,4 岩崎内科医院 〒732-0803 082-285-4570医療法人社団岩崎内科岩崎　之純 平 2. 1. 1内   診療所
     広島市南区南蟹屋１丁目３－３４常　勤:    1医院　理事長　岩崎　 組織変更 現存
     (医       1)之純 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1662,2 松本内科胃腸科 〒730-0051 082-246-1811医療法人社団松本内科松本　隆允 平元.10. 1内   胃   診療所
     広島市中区大手町５－７－３ 常　勤:    1胃腸科　理事長　松本 組織変更 現存
     (医       1)　隆允 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1665,5 大村内科医院 〒734-0042 082-251-5664大村　壽男 大村　壽男 昭58. 7. 1内   呼   診療所
     広島市南区北大河町１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1666,3 二井内内科医院 〒734-0002 082-253-2171二井内　哲 二井内　哲 昭58. 8. 1内   消胃 循  診療所
     広島市南区西旭町１４－１７ 常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1671,3 アラタニ内科医院 〒734-0024 082-283-0851荒谷　義彦 荒谷　義彦 昭58.10. 1内   呼   消胃診療所
     広島市南区仁保新町１丁目３－３常　勤:    1 新規 循   現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1672,1 肥野藤内科医院 〒732-0031 082-899-8777肥野藤　樹 肥野藤　樹 昭58.11. 1内   胃   診療所
     広島市東区馬木２丁目５４１－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1677,0 槇殿放射線科 〒732-0823 082-261-8811槙殿　透 槙殿　透 昭59. 5. 1内   放   診療所
     広島市南区猿猴橋町６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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  16701,1678,8 中山整形外科医院 〒732-0023 082-289-1030医療法人中山整形外科田中　知満 平 4. 1. 1一般        19診療所
     広島市東区中山東１丁目５－８ 常　勤:    1医院　理事長　田中　 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)知満 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1679,6 医療法人社団　俊幸会〒732-0055 082-262-2231医療法人社団俊幸会　中川　健二 平 2. 9. 1一般        19診療所
     　中川外科胃腸科 広島市東区東蟹屋町１１－２３ 常　勤:    1理事長　中川　健二 組織変更 胃   外   整外現存
     (医       1) 平29. 9. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1686,1 医療法人社団えとむ会〒732-0053 082-261-0600医療法人社団えとむ会神人　勉 平元. 6. 1内   精   神  診療所
     　神人クリニック 広島市東区若草町１８－４６ 常　勤:    1　理事長　神人　勉 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1688,7 片村内科医院 〒739-1301 082-828-1688片村　滋 片村　滋 昭59. 9. 1内   胃   循  診療所
     広島市安佐北区白木町井原４４２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1691,1 こだまクリニック 〒732-0063 082-221-2535児玉　晄子 児玉　晄子 平14. 4. 1小   外   内  診療所
     広島市東区牛田東１丁目１－２６常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1693,7 医療法人社団　井原ク〒730-0011 082-225-3360医療法人社団井原クリ井原　俊彦 平 2. 8. 1産婦 診療所
     リニック 広島市中区基町６－２７ 常　勤:    1ニック　理事長　井原 組織変更 現存
     (医       1)　俊彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1696,0 医療法人社団　ひらた〒734-0015 082-253-2333医療法人社団　ひらた平田　壽雄 平元.12. 1眼   診療所
     眼科 広島市南区宇品御幸２－１６－５常　勤:    1眼科　理事長　平田　 組織変更 現存
     (医       1)壽雄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1697,8 医療法人社団　原田ク〒730-0029 082-247-8522医療法人社団　原田ク原田　廉 平 7. 2. 1内   神内 脳外診療所
     リニック 広島市中区三川町２－８ 常　勤:    1リニック　理事長　原 組織変更 リハ 現存
     (医       1)田　廉 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1699,4 白島クリニック 〒730-0004 082-223-8455小峪　康利 小峪　康利 昭60. 6. 1内   胃   外  診療所
     広島市中区東白島町１５－８ 常　勤:    1 新規 リハ アレ 他  現存
     (医       1) 平30. 6. 1他－漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1700,0 医療法人　とまと会　〒736-0085 082-888-4561医療法人　とまと会　津丸　周三 平16. 8. 1内   胃   循  診療所
     津丸内科医院 広島市安芸区矢野西４丁目１－１常　勤:    2津丸内科医院　理事長 移転 小   現存
     ７ (医       2)　津丸　周三 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17701,1701,8 西山整形外科・胃腸科〒739-1414 082-828-1223医療法人　晴生会　理西山　賢治 平 4. 9. 1内   胃   整外診療所
     広島市安佐北区白木町大字秋山２常　勤:    2事長　西山　賢治 組織変更 リハ リウ 形外現存
     ３２５－１ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1709,1 土井皮ふ科クリニック〒732-0065 082-211-0007土井　福子 土井　福子 昭61. 4. 1皮   アレ 診療所
     広島市東区牛田中１丁目１－２５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1713,3 木下循環器・内科 〒734-0023 082-281-1006医療法人　木下循環器木下　禎彦 平17. 9. 1循   内   診療所
     広島市南区東雲本町２丁目７－１常　勤:    1・内科　理事長　木下 移転 現存
     ０ (医       1)　禎彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1715,8 医療法人社団　育仁会〒730-0013 082-211-2323医療法人社団　育仁会川上　 育 平 3.12. 1内   消   循  診療所
     　川上消化器内科クリ広島市中区八丁堀４－２４ 常　勤:    1　理事長　川上　 育 組織変更 放   現存
     ニック (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1717,4 広島シーサイド病院 〒734-0012 082-255-1010医療法人　和同会　理多田　恵一 昭62. 1. 1療養       330病院
     広島市南区元宇品町２６－２０ 常　勤:    8事長　高橋　幹治 新規 内   神内 リハ療養病床
     (医       8) 平29. 1. 1放   現存
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1718,2 みゆき橋内科医院 〒730-0053 082-242-8188平本　光英 平本　光英 昭62. 2. 1内   診療所
     広島市中区東千田町２－１２－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1721,6 井上眼科医院 〒732-0066 082-211-2588医療法人　暁会　理事井上　暁二 平13.10. 1眼   診療所
     広島市東区牛田本町２丁目３－１常　勤:    1長　井上　暁二 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1722,4 竹野内科消化器科クリ〒730-0031 082-242-6363竹野　弘 竹野　弘 昭62. 4. 1内   消   循  診療所
     ニック 広島市中区紙屋町２－２－２紙屋常　勤:    1 新規 放   現存
     町ビル３Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1725,7 医療法人豊生会　むろ〒730-0051 080-4261-1051医療法人豊生会　理事奥川　紀博 平元.11. 1内   診療所
     もとクリニック 広島市中区大手町１丁目１－２０常　勤:    1長　奥川　紀博 組織変更 現存
     相生橋ビル５Ｆ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1726,5 松本医院 〒730-0025 082-241-0435松本　治夫 松本　治夫 平 8. 5. 1外   リハ 内  診療所
     広島市中区東平塚町９－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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  18701,1727,3 医療法人社団　藤山内〒730-0004 082-211-3200医療法人社団　藤山内藤山　正道 平元. 7. 1内   胃   循  診療所
     科 広島市中区東白島町５－２ 常　勤:    1科　理事長　藤山　正 組織変更 リハ 休止
     (医       1)道 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1728,1 大田クリニック整形外〒730-0043 082-242-1255大田　修 大田　修 昭62. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科 広島市中区富士見町４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1729,9 土井内科神経内科クリ〒730-0031 082-242-7878医療法人社団　土井ク土井　一可 平15. 8. 1内   神内 診療所
     ニック 広島市中区紙屋町１－１－１７広常　勤:    2リニック　理事長　土 移転 現存
     島ＭＩＤビル１階 (医       2)井　光 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1731,5 安川眼科医院 〒734-0036 082-252-4800安川　久留美 安川　久留美 昭62.11. 1眼   診療所
     広島市南区旭３－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1732,3 シラネ外科・胃腸科 〒739-0323 082-892-1500医療法人社団　白寿会白根　憲幸 平12.10. 1一般         7診療所
     広島市安芸区中野東１丁目２１－常　勤:    1　理事長　白根　憲幸 組織変更 療養        12現存
     ２９ (医       1) 平24.10. 1外   内   胃  
     非常勤:    1 整外 こう リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1734,9 医療法人社団　みのり〒734-0003 082-252-0031医療法人社団　みのり田島　進 平 8.10. 1内   他   リハ診療所
     の会　田島医院 広島市南区宇品東１－４－１９ 常　勤:    2の会　理事長　田島　 組織変更 外   整外 現存
     (医       2)進 平29.10. 1糖尿病・代謝内
     非常勤:    1 科、内分泌内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1735,6 西村内科クリニック 〒730-0036 082-242-0118西村　正二 西村　正二 昭63. 2. 1胃   内   循  診療所
     広島市中区袋町５－３８山中ビル常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     ４Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1738,0 国家公務員共済組合連〒730-0012 082-221-9411国家公務員共済組合連田村　忠正 昭63. 9. 1内   診療所
     合会　広島合同庁舎診広島市中区上八丁堀６－３０　３常　勤:    1合会　理事長　松元　 移転 現存
     療所 号館 (医       1)崇 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［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    23 頁

  19501,1739,8 さかたに小児科 〒734-0004 082-251-0007坂谷　達一郎 坂谷　達一郎 昭63. 4. 1小   内   診療所
     広島市南区宇品神田５－２６－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1741,4 はやかわ小児クリニッ〒730-0036 082-247-1890早川　武敏 早川　武敏 昭63. 5. 1小   内   精  診療所
     ク 広島市中区袋町６－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1742,2 稲田皮ふ科クリニック〒734-0004 082-253-2100医療法人　稲田皮ふ科稲田　修一 平 2. 6. 1皮   アレ 診療所
     広島市南区宇品神田１－６－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)稲田　修一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1743,0 いいだ眼科 〒736-0081 082-822-1146医療法人社団　誰故会飯田　貴士 平 6. 7. 1眼   診療所
     広島市安芸区船越３丁目１０－６常　勤:    1　理事長　飯田　貴士 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1744,8 功野皮膚科医院 〒732-0002 082-229-5525功野　泰三 功野　泰三 昭63. 6. 1皮   診療所
     広島市東区戸坂山根１－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1748,9 土井クリニック　戸坂〒732-0014 082-220-0055土井　龍一 土井　龍一 平15. 3. 1内   心内 診療所
     広島市東区戸坂大上４丁目２１－常　勤:    1 その他 現存
     ２６ (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1750,5 江川皮ふ科クリニック〒732-0045 082-264-6666江川　政昭 江川　政昭 平元. 5. 1皮   アレ 診療所
     広島市東区曙２－８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1753,9 高橋内科 〒732-0823 082-264-6868医療法人　みやび会　高橋　雅良 平 7. 4. 1内   呼   胃  診療所
     広島市南区猿猴橋町２－１１ 常　勤:    1理事長　高橋　雅良 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1754,7 平賀内科クリニック 〒734-0007 082-253-1569平賀　正文 平賀　正文 平14. 5. 1内   診療所
     広島市南区皆実町６丁目１４－４常　勤:    1 交代 循環器内科、消現存
     (医       1) 平26. 5. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1755,4 医療法人　松本クリニ〒732-0823 082-264-7711医療法人　松本クリニ松本　幸嗣 平11. 4. 1産婦 診療所
     ック 広島市南区猿猴橋町２－１１ 常　勤:    1ック　理事長　松本　 組織変更 現存
     (医       1)幸嗣 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20501,1757,0 坪田内科 〒734-0051 082-283-2356医療法人　坪田内科　松田　聡介 平 4. 1. 1内   呼   消  診療所
     広島市南区東青崎町１１－１５ 常　勤:    2理事長　松田　聡介 組織変更 放   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1758,8 石田診療所 〒732-0824 082-262-0500医療法人社団　孝和会石田　孝 平12.10. 1内   呼   消胃診療所
     広島市南区的場町１丁目８－１９常　勤:    1　石田診療所　理事長 組織変更 外   整外 呼外現存
     (医       1)　石田　孝 平24.10. 1皮   気食 リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1759,6 桜田整形外科 〒732-0823 082-264-7166櫻田　和之 櫻田　和之 平元.11. 1整外 リハ リウ診療所
     広島市南区猿猴橋町２－１１駅前常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル４Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1761,2 広島厚生病院 〒734-0024 082-286-6111医療法人社団　広島厚瀬良　裕邦 平12. 1. 1一般        72病院
     (01,3552,9) 広島市南区仁保新町１－５－１３常　勤:   10生会　理事長　米川　 移転 一般        37療養病床
     (医      10)賢 平30. 1. 1一般        41現存
     非常勤:   34 内   循   精  
     (医      32) 神内 消   整外
     (歯       2) ひ   歯   放  
     リハ 外   皮  
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1762,0 新本クリニック 〒730-0021 082-246-6650新本　稔 新本　稔 平 2. 1. 1外   内   消胃診療所
     広島市中区胡町６－２６福屋１１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1763,8 唐川消化器・内科医院〒734-0046 082-287-7755唐川　卓治 唐川　卓治 平 2. 2. 1内   呼   消胃診療所
     広島市南区東霞町７－５ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1766,1 いずみ整形外科クリニ〒730-0823 082-241-2131医療法人　熊の会　理泉　恭博 平17. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 広島市中区吉島西１丁目２４－３常　勤:    1事長　泉　恭博 移転 現存
     ０ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1767,9 おの眼科 〒736-0085 082-889-0011医療法人　光恵会　理小野　秀幸 平 2.12. 1眼   診療所
     広島市安芸区矢野西４－１－２１常　勤:    1事長　小野　秀幸 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1768,7 吉田内科・循環器科 〒730-0021 082-248-1100吉田　修 吉田　修 平 2. 4. 1循   内   放  診療所
     広島市中区胡町４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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  21401,1770,3 医療法人　いずみ会　〒734-0004 082-252-0133医療法人　いずみ会　藤井　雄一 平 8. 4. 1内   他   呼内診療所
     藤井循環器内科 広島市南区宇品神田２－１４－２常　勤:    1理事長　藤井　雄一 組織変更 放   現存
     ４ (医       1) 平29. 4. 1循環器内科、消
     非常勤:    2 化器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1771,1 竹内クリニック 〒734-0001 082-253-8080医療法人社団　竹内ク竹内　仁志 平12. 5. 1胃   内   外  診療所
     広島市南区出汐２丁目３－２８ 常　勤:    1リニック　理事長　竹 組織変更 現存
     (医       1)内　仁志 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1776,0 医療法人　神経内科　〒732-0816 082-251-1233医療法人　神経内科　山中　祐介 平 6. 7. 1精   神   神内診療所
     山中クリニック 広島市南区比治山本町１６－３５常　勤:    1山中クリニック　理事 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)長　山中　祐介 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1779,4 医療法人社団　わだ内〒730-0051 082-240-8000医療法人社団　わだ内和田　浩治 平15.10. 1内   循   呼  診療所
     科医院 広島市中区大手町５丁目７－１１常　勤:    1科医院　理事長　和田 組織変更 消   放   リハ現存
     (医       1)　浩治 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1780,2 河野産婦人科クリニッ〒730-0031 082-242-1505医療法人　河野産婦人河野　美代子 平 7.12. 1内   産婦 診療所
     ク 広島市中区紙屋町２－２－２５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　河野　美代子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1782,8 医療法人社団　山岡産〒730-0814 082-240-1103医療法人社団　山岡産山岡　哲 平13. 4. 1一般         9診療所
     婦人科 広島市中区羽衣町１６－４３ 常　勤:    1婦人科　理事長　山岡 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　哲 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1784,4 中原神経科・内科医院〒732-0814 082-263-6035中原　俊夫 中原　俊夫 平 3. 1. 1内   精   神  診療所
     広島市南区段原南２－１２－２８常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1788,5 広島パークビル内科 〒730-0051 082-244-8700医療法人　健康倶楽部伊藤　正樹 平 9.10. 1内   呼   消  診療所
     広島市中区大手町３丁目７－５ 常　勤:    5　理事長　伊藤　正樹 組織変更 循   整外 リウ現存
     (医       5) 平24.10. 1精   心内 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1789,3 医療法人ケーエスワイ〒730-0032 082-247-6767医療法人ケーエスワイ岡田　正範 平19.10. 1内   心内 精  診療所
     　立町クリニック 広島市中区立町２－２ 常　勤:    1　立町クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　岡田　正範 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22301,1791,9 医療法人社団　たねも〒734-0021 082-284-1949医療法人社団　たねも胤森　博之 平10. 4. 1内   呼   消  診療所
     り内科クリニック 広島市南区上東雲町２６－１７ 常　勤:    1り内科クリニック　理 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1)事長　胤森　博之 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1792,7 耳鼻咽喉科セラクリニ〒736-0082 082-822-2400医療法人社団　聡志会世良　公志 平15. 8. 1耳い 診療所
     ック 広島市安芸区船越南３丁目２７－常　勤:    1　理事長　世良　公志 移転 現存
     ２３ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1793,5 医療法人社団　竹中ク〒736-0085 082-889-1001医療法人社団　竹中ク竹中　正治 平14. 5. 1外   内   リハ診療所
     リニック 広島市安芸区矢野西４丁目１－２常　勤:    1リニック　理事長　竹 組織変更 放   他   現存
     １ (医       1)中　正治 平26. 5. 1胃腸内科・肛門
     外科・腎臓内科
     （人工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1794,3 宮本形成外科 〒732-0814 082-264-8800医療法人　宮本形成外宮本　博子 平17. 4. 1一般        19診療所
     広島市南区段原南２丁目３－２２常　勤:    3科　理事長　宮本　博 組織変更 形外 美外 麻  現存
     (医       3)子 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1796,8 ふじた小児科 〒736-0085 082-889-3355藤田　悦子 藤田　悦子 平 3. 5. 1小   診療所
     広島市安芸区矢野西４－１－２１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,1797,6 内田クリニック 〒730-0036 082-244-6337内田　俊明 内田　俊明 平 3. 6. 1循   内   診療所
     広島市中区袋町４－３滝口ビル５常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1798,4 医療法人　沖胃腸科ク〒730-0012 082-223-0303医療法人　沖胃腸科ク沖　眞 平 7. 1. 1消   診療所
     リニック 広島市中区上八丁堀８－２６ 常　勤:    1リニック　理事長　沖 組織変更 現存
     (医       1)　眞 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1801,6 医療法人　秋本外科ク〒734-0025 082-288-4114医療法人　秋本外科ク秋本　尚孝 平 9. 9. 1整外 胃   外  診療所
     リニック 広島市南区東本浦町５－２２ 常　勤:    1リニック　理事長　秋 組織変更 リハ 現存
     (医       1)本　尚孝 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1802,4 吉田眼科医院 〒732-0823 082-263-2356医療法人社団　吉田眼吉田　秀人 平 9. 9. 1眼   診療所
     広島市南区猿猴橋町２－１１広島常　勤:    1科医院　理事長　吉田 組織変更 現存
     駅前クリニックビル２階 (医       1)　秀人 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1803,2 幸田内科医院 〒734-0055 082-288-4832幸田　清文 幸田　清文 平 3. 9. 1内   麻   診療所
     広島市南区向洋新町２丁目１－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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  23301,1805,7 医療法人　似島診療所〒734-0017 082-259-2515医療法人　似島診療所石光　秀年 平11. 9. 1内   形外 歯  診療所
     (01,3466,2) 広島市南区似島町字家下７５２－常　勤:    1　理事長　石光　秀年 組織変更 現存
     ７４ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1806,5 松野内科医院 〒730-0016 082-221-1337松野　堅 松野　堅 平10. 1. 1内   呼   胃  診療所
     広島市中区幟町５－２１ 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,1807,3 福原内科医院 〒730-0013 082-211-3800福原　典昭 福原　典昭 平 4. 2. 1内   呼   胃  診療所
     広島市中区八丁堀１１－１０ＫＳ常　勤:    1 移転 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,1808,1 医療法人社団　保志会〒732-0814 082-264-8486医療法人社団　保志会福永　保夫 平11. 4. 1循   内   診療所
     　福永循環器・内科 広島市南区段原南２－３－２３ 常　勤:    1　理事長　福永　保夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,1810,7 外科胃腸科　いとう医〒732-0065 082-227-0900伊藤　利夫 伊藤　利夫 平 4. 2. 1整外 胃   外  診療所
     院 広島市東区牛田中１丁目１１－１常　勤:    1 新規 こう 現存
     ２ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,1811,5 花田内科 〒732-0826 082-262-0065花田　尚 花田　尚 平 4. 4. 1内   小   診療所
     広島市南区松川町３－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1812,3 医療法人社団　沼田皮〒730-0016 082-227-4412医療法人社団　沼田皮沼田　恒実 平13.11. 1皮   アレ 診療所
     膚科クリニック 広島市中区幟町１３－４ 常　勤:    1膚科クリニック　理事 移転 現存
     (医       1)長　沼田　恒実 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1814,9 鶴見クリニック 〒730-0045 082-248-6428古本　福市 古本　福市 平 4. 6. 1内   胃   外  診療所
     広島市中区鶴見町１２－２０ 常　勤:    1 新規 整外 こう リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1817,2 谷本クリニック 〒732-0046 082-262-0007医療法人社団　ひろま谷本　雅伯 平11. 4. 1一般        19診療所
     広島市東区尾長東２丁目５－４ 常　勤:    1さ会　理事長　谷本　 組織変更 内   小   外  現存
     (医       1)雅伯 平29. 4. 1整外 
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24201,1818,0 京口門クリニック 〒730-0013 082-227-5252医療法人社団　京口門田原　一優 平18. 7. 1心内 神   精  診療所
     広島市中区八丁堀１２－１０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     (医       1)田原　一優 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1819,8 かわごえ循環器内科 〒730-0014 082-222-7776医療法人　えんじゅ会河越　卓司 平 9. 1. 1他   内   診療所
     広島市中区上幟町３－１１ 常　勤:    1　理事長　河越　卓司 組織変更 循環器内科、心現存
     (医       1) 平30. 1. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,1820,6 耳鼻咽喉科佐藤クリニ〒732-0062 082-211-1433医療法人　優喜会　理佐藤　修治 平 8. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     ック 広島市東区牛田早稲田１－３－２常　勤:    1事長　佐藤　修治 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,1822,2 公益財団法人　広島県〒734-0007 082-254-7111公益財団法人　広島県松村　伸利 平 4. 8. 1内   呼   放  診療所
     地域保健医療推進機構広島市南区皆実町１－６－２９ 常　勤:    2地域保健医療推進機構 移転 現存
     (医       2)　会長　松浦　雄一郎 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,1823,0 はたのリハビリ整形外〒739-0321 082-893-3636医療法人社団　長寿会畑野　榮治 平 7. 2. 1一般         4診療所
     科 広島市安芸区中野５丁目１３－３常　勤:    2　理事長　畑野　榮治 組織変更 整外 内   リハ現存
     ０ (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,1825,5 吉岡整形外科 〒734-0007 082-250-2200医療法人社団　吉岡整吉岡　薫 平11.10. 1整外 リハ 診療所
     広島市南区皆実町４丁目１８－１常　勤:    1形外科　理事長　吉岡 移転 現存
     ４ (医       1)　薫 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,1826,3 佐々木産婦人科 〒732-0003 082-229-4008医療法人社団　日の浦佐々木　文治 平 9. 2. 1一般        14診療所
     広島市東区戸坂中町６－８ 常　勤:    1会　理事長　佐々木　 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       1)文治 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,1828,9 大瀬戸リハビリ整形外〒734-0015 082-256-5000医療法人　翠幸会　理大瀬戸　政司 平12.10. 1一般        19診療所
     科 広島市南区宇品御幸１丁目１７－常　勤:    2事長　大瀬戸　政司 組織変更 整外 リハ 現存
     １ (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,1830,5 医療法人社団　小田ク〒730-0017 082-223-2353医療法人社団　小田ク小田　尊之 平 9. 1. 1内   精   神  診療所
     リニック 広島市中区鉄砲町６－１１ 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 心内 現存
     (医       1)田　尊之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25101,1832,1 広島市精神保健福祉セ〒730-0043 082-245-7731広島市長　松井　一實皆川　英明 平 5. 7. 1精   診療所
     ンター 広島市中区富士見町１１－２７ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,1834,7 スサワ循環器科・内科〒730-0011 082-223-0033須澤　俊 須澤　俊 平 5.10. 1循   内   アレ診療所
     広島市中区基町１－２０オプリビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,1835,4 ホームケアクリニック〒732-0029 082-899-6110医療法人　もみじ　理山科　秀機 平11. 6. 1外   他   呼内診療所
     もみじ 広島市東区福田６丁目２０２３－常　勤:    2事長　山科　秀機 組織変更 現存
     ８ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,1837,0 医療法人社団　稲垣胃〒732-0814 082-261-9220医療法人社団　稲垣胃渡辺　浩志 平 9. 9. 1胃   外   リハ診療所
     腸科外科クリニック 広島市南区段原南２丁目３－１６常　勤:    1腸科外科クリニック　 組織変更 放   現存
     (医       1)理事長　稲垣　和郎 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,1839,6 広島中央健診所 〒730-0013 082-221-9281医療法人社団　朋仁会岡本　 嘉 平 7. 8. 1内   脳外 放  診療所
     広島市中区八丁堀１０－１０ 常　勤:    8　理事長　岡本　 嘉 移転 婦   他   呼内現存
     (医       8) 平28. 8. 1他３件－消化器
     非常勤:   23 内科、循環器内
     (医      23) 科、乳腺外科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,1841,2 ねじはし小児科 〒732-0067 082-222-5053医療法人社団　ねじは捻橋　紀久 平15. 2. 1小   診療所
     広島市東区牛田旭１丁目１３－１常　勤:    1し小児科　捻橋　紀久 移転 現存
     ８ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,1843,8 佐々木内科胃腸科 〒734-0025 082-281-1027佐々木　晴敏 佐々木　晴敏 平 6. 4. 1内   胃   消胃診療所
     広島市南区東本浦町４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,1844,6 袋町クリニック 〒730-0036 082-541-5191藤田　康信 藤田　康信 平 6. 4. 1内   精   神  診療所
     広島市中区袋町４－１４ヤマガタ常　勤:    1 新規 神内 リハ 心内現存
     ローズビル２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,1847,9 清川神経科内科クリニ〒730-0013 082-227-5111清川　育男 清川　育男 平 6. 4. 1内   精   神  診療所
     ック 広島市中区八丁堀４－１５アーバ常　勤:    1 新規 神内 リハ 現存
     ンビュー八丁堀３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26001,1848,7 啓愛クリニック 〒732-0811 082-262-8077柿　音高 柿　音高 平 9. 6. 1耳い アレ 内  診療所
     広島市南区段原１－３－１１啓愛常　勤:    1 移転 現存
     プラザビル２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,1849,5 瀬野白川病院 〒739-0311 082-894-1117医療法人　のぞみ　理白川　敏夫 平 9. 1. 1療養        69病院
     広島市安芸区瀬野１－２８－３ 常　勤:    1事長　白川　敏夫 組織変更 療養        30療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1内   他   リハ現存
     非常勤:   21 皮   神内 整外
     (医      21) 他→循環器内科
     、消化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,1856,0 医療法人　社団　青野〒730-0013 082-224-0002医療法人　社団　青野青野　健三 平17. 4. 1整外 診療所
     整形外科 広島市中区八丁堀１１－１９ 常　勤:    1整形外科　理事長　青 組織変更 現存
     (医       1)野　健三 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,1857,8 笹尾クリニック 〒730-0044 082-541-6363笹尾　哲郎 笹尾　哲郎 平 6. 8. 1内   胃   外  診療所
     広島市中区宝町４－７笹尾ビル２常　勤:    2 新規 リハ 現存
     Ｆ (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,1859,4 川内科消化器科医院〒734-0005 082-254-2076 川　昭三 川　昭三 平 6. 9. 1内   消   放  診療所
     広島市南区翠５丁目１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,1862,8 山本内科クリニック 〒730-0013 082-224-2688山本　正美 山本　正美 平 6.12. 1内   消   循  診療所
     広島市中区八丁堀１１－１８坪井常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,1863,6 森石内科医院 〒739-0323 082-893-0020森石　真吾 森石　真吾 平 7. 1. 1内   胃   循  診療所
     広島市安芸区中野東１丁目１１－常　勤:    1 新規 放   現存
     ３１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,1865,1 医療法人社団　青山神〒730-0013 082-221-5600医療法人社団　青山神青山　高子 平14. 4. 1精   神   心内診療所
     経科内科クリニック 広島市中区八丁堀１１－１９ 常　勤:    1経科内科クリニック　 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)理事長　青山　高子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,1870,1 清水内科・消化器科 〒730-0043 082-542-5122清水　哲 清水　哲 平 7. 4. 1内   消   循  診療所
     広島市中区富士見町１２－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,1871,9 寛田クリニック 〒732-0827 082-261-7030医療法人社団　飛翔会寛田　司 平14. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     広島市南区稲荷町３－２０ 常　勤:    1　理事長　寛田　司 組織変更 内   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    31 頁

  27001,1874,3 うすい皮フ科クリニッ〒732-0814 082-264-7755碓井　美智子 碓井　美智子 平 7. 7. 1皮   診療所
     ク 広島市南区段原南２－３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,1875,0 駅ビルクリニック 〒732-0822 082-261-0001豊田　裕治 豊田　裕治 平11. 4. 1内   小   リハ診療所
     広島市南区松原町２－３７－６１常　勤:    1 移転 アレ 現存
     ８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,1876,8 こうレディスクリニッ〒730-0043 082-542-0770古宇　伝昌 古宇　伝昌 平 7. 8. 1一般         3診療所
     ク 広島市中区富士見町１２－１７ 常　勤:    1 新規 内   産   婦  現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,1883,4 武市クリニック 〒732-0806 082-262-9801武市　宣雄 武市　宣雄 平 7.11. 1外   内   呼  診療所
     広島市南区西荒神町１－３３ 常　勤:    1 新規 耳   い   気食現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,1886,7 おかはた小児科クリニ〒732-0814 082-506-3223医療法人社団　幸伸会岡畠　進 平11. 5. 1小   循   アレ診療所
     ック 広島市南区段原南１丁目１－２２常　勤:    1　理事長　岡畠　進 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,1887,5 うさがわクリニック 〒730-0016 082-224-0388宇佐川　智久 宇佐川　智久 平14. 4. 1内   放   診療所
     広島市中区幟町１４－１６第２宇常　勤:    1 移転 現存
     佐川ビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,1888,3 吉本脳神経外科内科医〒732-0065 082-227-9955吉本　尚規 吉本　尚規 平 8. 4. 1内   神内 脳外診療所
     院 広島市東区牛田中１－６－１２ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,1891,7 産婦人科内科　小松ク〒730-0017 082-227-3777医療法人　産婦人科内小松　正伸 平13. 4. 1産婦 内   診療所
     リニック 広島市中区鉄砲町１０－１８ 常　勤:    1科　小松クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　小松　正伸 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,1894,1 本クリニック 〒736-0086 082-888-5077医療法人　つばさ　理 本　雅之 平16.10. 1内   外   消  診療所
     広島市安芸区矢野南３丁目１－２常　勤:    2事長　 本　浄子 組織変更 胃   こう リハ現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,1895,8 小田耳鼻咽喉科 〒730-0002 082-222-3733小田　一成 小田　一成 平 8. 6. 1耳   い   診療所
     広島市中区白島中町１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,1897,4 あと・クリニック 〒731-4231 082-856-0612社会福祉法人　あと会徳島　雄二 平 8. 7. 1内   外   リハ診療所
     広島市安芸区阿戸町４８５－１ 常　勤:    1　理事長　横山　吉宏 新規 胃   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  28101,1899,0 医療法人社団　ばんぶ〒730-0045 082-541-0202医療法人社団　ばんぶ竹本　元義 平11. 9. 1内   小   消  診療所
     会　たけもとクリニッ広島市中区鶴見町１４－６ 常　勤:    2会　理事長　竹本　元 組織変更 呼   アレ 整外現存
     ク (医       2)義 平29. 9. 1リハ リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,2100,2 くすのき眼科 〒739-0323 082-893-0300楠　茂雄 楠　茂雄 平 8. 9. 1眼   診療所
     広島市安芸区中野東１－１１－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,2101,0 医療法人　おかもと整〒732-0033 082-280-1123医療法人　おかもと整岡本　健 平11. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 広島市東区温品７－５－２６ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　岡本　健 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,2102,8 医療法人社団　しみず〒739-1412 082-828-3030医療法人社団　しみず清水　明 平10. 4. 1内   胃   循  診療所
     クリニック 広島市安佐北区白木町小越１９３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1)清水　明 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,2103,6 医療法人社団松原クリ〒732-0033 082-289-3223医療法人社団松原クリ松原　進 平10. 4. 1外   胃   整外診療所
     ニック　まつばらクリ広島市東区温品７－１１－３５ 常　勤:    1ニック　理事長　松原 組織変更 リハ 麻   現存
     ニック (医       1)　進 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,2106,9 産婦人科　長尾クリニ〒730-0016 082-502-7002長尾　公吉 長尾　公吉 平 9. 2. 1産婦 診療所
     ック 広島市中区幟町１４－１１－３Ｆ常　勤:    1 新規 　 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,2110,1 わかさ整形外科 〒736-0081 082-820-0222医療法人社団　雅会　若狭　雅彦 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     広島市安芸区船越１丁目５０－１常　勤:    1わかさ整形外科　理事 組織変更 現存
     ８ (医       1)長　若狭　雅彦 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,2111,9 もみじクリニック 〒730-0001 082-502-8100山本　理哉 山本　理哉 平 9. 5. 1内   循   ひ  診療所
     広島市中区白島北町１７－２ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,2113,5 くしだ耳鼻咽喉科 〒739-0321 082-892-3387串田　伸一 串田　伸一 平 9. 6. 1耳い 診療所
     広島市安芸区中野３－９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,2114,3 中山内科医院 〒739-0321 082-892-3118中山　茂 中山　茂 平 9. 6. 1内   呼   消  診療所
     広島市安芸区中野３－９－６ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29101,2115,0 東部健診センター 〒736-0082 082-823-3333医療法人　恒和会　理堀川　陽子 平 9. 7. 1内   婦   診療所
     広島市安芸区船越南３丁目２４－常　勤:    2事長　松石　頼明 新規 現存
     ２７ (医       2) 平30. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,2116,8 竹中産婦人科クリニッ〒730-0017 082-502-8212医療法人竹中産婦人科竹中　雅昭 平11. 4. 1産婦 診療所
     ク 広島市中区鉄砲町９－１０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)竹中　雅昭 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,2118,4 医療法人社団　たけな〒732-0023 082-508-4115医療法人社団　たけな谷口　裕 平14. 4. 1小   アレ 診療所
     お会　たにぐち小児ク広島市東区中山東２丁目２－９ 常　勤:    1お会　理事長　谷口　 組織変更 現存
     リニック (医       1)裕 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,2120,0 木山産婦人科クリニッ〒730-0036 082-544-3155木山　智之 木山　智之 平 9. 9. 1産婦 診療所
     ク 広島市中区袋町４－３滝口ビル３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,2121,8 ふじわら医院 〒732-0811 082-567-0022藤原　英祐 藤原　英祐 平 9.10. 1内   心内 ひ  診療所
     広島市南区段原１丁目３－１１啓常　勤:    1 新規 現存
     愛プラザビル３Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,2123,4 青山クリニック 〒732-0045 082-261-3777青山　秀行 青山　秀行 平 9.11. 1神内 脳外 リハ診療所
     広島市東区曙１丁目４－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,2124,2 広島南診療所 〒734-0015 082-252-1373医療法人　広島南診療岩本　俊之 平12.11. 1内   診療所
     広島市南区宇品御幸２丁目４－７常　勤:    1所　理事長　岩本　惠 移転 現存
     (医       1)子 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,2125,9 医療法人　社団　池田〒734-0024 082-288-3350医療法人　社団　池田池田　俊彦 平16.10. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 広島市南区仁保新町２丁目４－５常　勤:    1整形外科　理事長　池 組織変更 現存
     (医       1)田　俊彦 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,2126,7 さなだ内科クリニック〒739-0311 082-820-3001医療法人せせらぎ会　眞田　栄治 平12. 5. 1内   呼内 リハ診療所
     広島市安芸区瀬野２丁目１２－１常　勤:    2理事長　眞田　栄治 組織変更 他   現存
     １ (医       2) 平30. 5. 1糖尿病内科、消
     化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30001,2128,3 バスセンター佐々木内〒730-0011 082-225-3111佐々木　博 佐々木　博 平10. 4. 1内   診療所
     科 広島市中区基町６－２７広島セン常　勤:    1 新規 現存
     タービル８Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,2129,1 おか内科循環器科 〒732-0052 082-506-3220岡　裕三 岡　裕三 平10. 4. 1内   循   診療所
     広島市東区光町２－４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,2130,9 松野クリニック 〒732-0023 082-508-4488松野　清 松野　清 平10. 4. 1胃   こう 外  診療所
     広島市東区中山東２－２－３３ 常　勤:    1 新規 内   循   呼  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,2131,7 松浦内科医院 〒734-0005 082-505-5050松浦　千文 松浦　千文 平10. 4. 1内   放   呼  診療所
     広島市南区翠３－１８－６ 常　勤:    1 新規 消   循   小  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,2132,5 こころの休憩室・やの〒736-0085 082-820-4400医療法人こころの休憩佐々木　光 平13. 5. 1神   精   内  診療所
     　ささき神経科内科ク広島市安芸区矢野西４丁目１０－常　勤:    1室　理事長　佐々木　 組織変更 現存
     リニック １８ (医       1)光 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,2133,3 リバーサイド内科クリ〒732-0064 082-212-3505山下　郡司 山下　郡司 平10. 4. 1内   消   胃  診療所
     ニック 広島市東区牛田南１－７－８ 常　勤:    2 新規 放   アレ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,2134,1 医療法人社団　一陽会〒732-0814 082-506-0123医療法人社団　一陽会有田　美智子 平20. 6. 9内   他   診療所
     　イーストクリニック広島市南区段原南１－３－５３　常　勤:    2　理事長　原田　知 移転 他→腎臓内科（現存
     広島イーストビル６Ｆ (医       2) 平26. 6. 9人工透析）、糖
     非常勤:    2 尿病内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,2135,8 心石形成外科 〒730-0011 082-225-3331医療法人　優心会　理心石　隆史 平12.10. 1形外 診療所
     広島市中区基町６－２７広島バス常　勤:    2事長　心石　隆史 組織変更 現存
     センター９階 (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,2136,6 医療法人社団　たくみ〒736-0082 082-820-0522医療法人社団　たくみ木村　英明 平13.10. 1内   胃   放  診療所
     会　きむらクリニック広島市安芸区船越南２丁目１７－常　勤:    1会　きむらクリニック 組織変更 リハ 現存
     １ (医       1)　理事長　木村　英明 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,2137,4 やすらぎクリニック 〒730-0036 082-243-8855高田　進 高田　進 平10. 6. 1内   神内 精  診療所
     広島市中区袋町３－１１味噌会館常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ２Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
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  31001,2138,2 貞岡耳鼻咽喉科クリニ〒730-0011 082-225-3387貞岡　達也 貞岡　達也 平10. 6. 1耳い 診療所
     ック 広島市中区基町６－２７バスセン常　勤:    1 新規 現存
     タービル８階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,2139,0 さくま眼科 〒732-0811 082-567-2255佐久間　修 佐久間　修 平10. 7. 1眼   診療所
     広島市南区段原１丁目３－１１啓常　勤:    1 新規 現存
     愛プラザビル４Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,2141,6 中西医院 〒732-0811 082-567-0820中西　幸造 中西　幸造 平10. 9. 1他   診療所
     広島市南区段原４丁目１９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,2144,0 医療法人　宇品神田ク〒734-0004 082-253-5344医療法人　宇品神田ク東方田　芳邦 平16.10. 1精   心内 診療所
     リニック 広島市南区宇品神田１丁目８－２常　勤:    1リニック　理事長　東 組織変更 現存
     １ (医       1)方田　芳邦 平28.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,2146,5 大木クリニック 〒736-0081 082-823-2236大木　正美 大木　正美 平10.10. 1内   胃   循  診療所
     広島市安芸区船越３丁目１４－４常　勤:    1 新規 呼   現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,2147,3 平和診療所 〒730-0812 082-248-8828医療法人社団　桃李会髙橋　宏幸 平10.11. 1耳い 内   診療所
     広島市中区加古町６－１ 常　勤:    2　理事長　林　香津子 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,2149,9 倉信整形外科クリニッ〒734-0015 082-250-1100倉信　正 倉信　正 平11. 4. 1整外 内   リハ診療所
     ク 広島市南区宇品御幸５丁目５－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,2150,7 ふたば皮膚科 〒732-0822 082-568-3030山崎　玲子 山崎　玲子 平11. 4. 1皮   アレ 診療所
     広島市南区松原町９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,2151,5 八幡内科 〒732-0822 082-568-3050八幡　紀子 八幡　紀子 平11. 4. 1内   消   診療所
     広島市南区松原町９－１福屋広島常　勤:    1 新規 現存
     駅前店１０Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31901,2153,1 村尾皮ふ科クリニック〒739-0321 082-892-4112村尾　靖子 村尾　靖子 平11. 5. 1皮   診療所
     広島市安芸区中野３丁目９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,2160,6 多田耳鼻咽喉科クリニ〒734-0023 082-890-3833多田　渉 多田　渉 平11.12. 1耳い 診療所
     ック 広島市南区東雲本町２丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     ３０ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,2161,4 なごみクリニック 〒730-0048 082-242-0753医療法人社団　恵宣会新郷　雄一 平12. 1. 1精   神   心内診療所
     広島市中区竹屋町６－３ 常　勤:    1　理事長　西村一彦 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,2162,2 医療法人社団　聖愛会〒732-0066 082-223-3020医療法人社団　聖愛会島筒　礼子 平12. 3. 1内   外   胃  診療所
     　ぎおん牛田病院附属広島市東区牛田本町１丁目５－１常　勤:    1　理事長　島筒　和史 新規 呼   循   整外現存
     　牛田クリニック ４ (医       1) 平30. 3. 1リハ 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301,2164,8 こうの脳神経外科クリ〒730-0005 082-502-0036医療法人　広翔会　理河野　宏明 平18. 5. 1脳外 心内 神内診療所
     ニック 広島市中区西白島町１６－１７ 常　勤:    2事長　河野　宏明 組織変更 精   内   放  現存
     (医       2) 平30. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,2166,3 医療法人社団　恵正会〒739-1521 082-829-0013医療法人社団　恵正会片野　高広 平16.12. 1内   循   診療所
     　三田クリニック 広島市安佐北区白木町大字三田字常　勤:    1　理事長　二宮　正則 移転 現存
     栗原７００５－１ (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,2168,9 ルネッサンス並木形成〒730-0037 082-545-7733医療法人社団　林医院高山　正三 平12.10. 1形外 内   整外診療所
     外科 広島市中区中町１－３ダイヤ並木常　勤:    1　理事長　林　英紀 新規 整外追加 休止
     ビル５階 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,2169,7 あいクリニック 〒736-0082 082-822-0080医療法人あいクリニッ魚谷　啓 平19. 5. 1内   外   消  診療所
     広島市安芸区船越南２丁目１８－常　勤:    2ク　理事長　魚谷　啓 組織変更 呼   こう リハ現存
     １９ (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32701,2170,5 浜村耳鼻咽喉科 〒732-0045 082-568-7101濱村　宣宏 濱村　宣宏 平12.10. 1耳い 診療所
     広島市東区曙１－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32801,2175,4 吉本クリニック 〒736-0082 082-821-1700吉本　晃宏 吉本　晃宏 平13. 4. 1アレ 皮   外  診療所
     広島市安芸区船越南２－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,2177,0 医療法人　あかね会　〒730-0811 082-542-7271医療法人　あかね会　森石　みさき 平13. 7. 1内   外   放  診療所
     中島土谷クリニック 広島市中区中島町６－１ 常　勤:    1理事長　土谷　晋一郎 新規 婦   神内 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,2178,8 医療法人社団　あいあ〒730-0031 082-240-7755医療法人社団　あいあ石岡　伸一 平16. 5. 1内   アレ リウ診療所
     い会　石岡内科クリニ広島市中区紙屋町２丁目２－６ 常　勤:    1い会　石岡内科クリニ 組織変更 呼   現存
     ック (医       1)ック　理事長　石岡　 平28. 5. 1
     伸一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101,2179,6 岡山形成外科 〒730-0013 082-511-2211岡山　直靖 岡山　直靖 平13. 9. 1形外 診療所
     広島市中区八丁堀１１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,2180,4 出口内科クリニック 〒732-0825 082-262-1866出口　智子 出口　智子 平13.10. 1内   胃   放  診療所
     広島市南区金屋町８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301,2181,2 メンタルクリニック比〒734-0001 082-250-8630医療法人　比治山病院増田　裕幸 平13.10. 1精   神   心内診療所
     治山 広島市南区出汐３丁目２－２０ 常　勤:    1　理事長　増田　勝幸 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,2183,8 広島市医師会運営・安〒736-0088 082-827-0121広島市長　松井　一實三好　信和 平13.12. 1一般        80病院
     芸市民病院 広島市安芸区畑賀２丁目１４－１常　勤:   10 新規 療養        60療養病床
     (医      10) 平25.12. 1内   呼   循  現存
     非常勤:   12 外   リハ 小  
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,2184,6 金沢内科・循環器科 〒736-0085 082-889-5501金澤　郁夫 金澤　郁夫 平14. 1. 1内   循   リハ診療所
     広島市安芸区矢野西４丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １８　２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33601,2185,3 たまき内科消化器科 〒732-0045 082-261-3782玉木　憲治 玉木　憲治 平14. 1. 1内   消   胃  診療所
     広島市東区曙１丁目８－９ 常　勤:    1 新規 循   呼   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701,2188,7 医療法人　ひよこ小児〒732-0009 082-516-0015医療法人　ひよこ小児稲田　准三 平16. 9. 1小   内   アレ診療所
     科内科 広島市東区戸坂千足１丁目２２番常　勤:    1科内科　理事長　稲田 組織変更 現存
     ６－１１ (医       1)　准三 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,2189,5 あずまクリニック放射〒732-0811 082-261-5500医療法人　健康の風　藤高　嗣生 平17. 4. 1放   内   心内診療所
     線科・内科 広島市南区段原１丁目８－１ 常　勤:    2理事長　東　優理子 組織変更 神内 呼内 他  現存
     (医       2) 平29. 4. 1消化器内科、胃
     非常勤:    7 腸科内科、循環
     (医       7) 器内科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,2191,1 山中眼科医院 〒732-0009 082-229-8088山中　平吉 山中　平吉 平14. 5. 1眼   診療所
     広島市東区戸坂千足１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     １吉興ビル２Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,2192,9 小田内科クリニック 〒732-0045 082-568-0700医療法人　小田内科ク小田　弘明 平17. 4. 1内   呼   循  診療所
     広島市東区曙５丁目３－２６ 常　勤:    2リニック　理事長　小 組織変更 消   小   現存
     (医       2)田　弘明 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,2196,0 ひふみクリニック 〒730-0005 082-511-3800樋口　富美 樋口　富美 平18.12. 1内   診療所
     広島市中区西白島町１８－２６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34201,2197,8 星野外科クリニック 〒734-0004 082-250-8621医療法人　みなみ会　星野　修司 平16. 4. 1外   内   消  診療所
     広島市南区宇品神田１丁目４－９常　勤:    1理事長　星野　修司 組織変更 ひ   こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,2200,0 森眼科 〒730-0031 082-245-1558医療法人慈光会　理事森　靖弘 平16.10. 1眼   診療所
     広島市中区紙屋町２丁目２－１５常　勤:    1長　森　靖弘 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,2201,8 あきクリニック 〒736-0082 082-822-0753医療法人社団　恵宣会原　崇 平15. 1. 1心内 神   内  診療所
     広島市安芸区船越南３丁目７－１常　勤:    1　理事長　西村　一彦 新規 精   リハ 現存
     ２ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  34501,2202,6 医療法人社団ＨＡＲＧ〒732-0052 082-568-1167医療法人社団ＨＡＲＧ保澤　総一郎 平17.10. 1内   アレ 呼  診療所
     　広島アレルギー呼吸広島市東区光町１丁目９－２８　常　勤:    2広島アレルギー呼吸器 組織変更 現存
     器クリニック ６階 (医       2)クリニック　理事長　 平29.10. 1
     保澤　総一郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,2203,4 さち皮ふ科クリニック〒730-0051 082-544-0030隅田　さちえ 隅田　さちえ 平15. 4. 1皮   診療所
     広島市中区大手町５丁目２－２２常　勤:    1 新規 現存
     山陽ビル２号館１０１ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,2204,2 くまもと内科胃腸科 〒730-0051 082-544-0606熊本　隆 熊本　隆 平15. 4. 1内   胃   消  診療所
     広島市中区大手町１丁目５－２マ常　勤:    1 新規 循   放   現存
     リーベルビル４Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,2206,7 ふくだクリニック 〒732-0029 082-883-0600医療法人ふくだクリニ上手　康嗣 平17.10. 1脳外 内   外  診療所
     広島市東区福田５丁目１１７５－常　勤:    1ック　理事長　上手　 組織変更 リハ 現存
     １ (医       1)康嗣 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,2207,5 医療法人竹生会　いく〒732-0002 082-516-0070医療法人竹生会　理事生谷　明子 平20.10. 1内   他   診療所
     たに内科クリニック 広島市東区戸坂山根１丁目２４－常　勤:    1長　生谷　明子 組織変更 現存
     ２３ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,2210,9 医療法人　凜りしき手〒734-0005 082-256-0077医療法人　凜りしき手眞田　諭 平17. 4. 1一般        19診療所
     　真田整形外科リハビ広島市南区翠１丁目２－２６ 常　勤:    1　真田整形外科リハビ 組織変更 整外 リハ リウ現存
     リ科 (医       1)リ科　理事長　眞田　 平29. 4. 1内   
     諭
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,2211,7 かいせいクリニック 〒730-0017 082-224-1111医療法人かいせいクリ海生　英二郎 平19. 5. 1内   胃   診療所
     広島市中区鉄砲町５－７　広島偕常　勤:    1ニック　理事長　海生 組織変更 現存
     成ビル７階 (医       1)　英二郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201,2212,5 おだ内科クリニック 〒730-0016 082-502-1051小田　健司 小田　健司 平15. 6. 1内   循   呼  診療所
     広島市中区幟町１３－４広島マツ常　勤:    1 新規 現存
     ダビル２階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301,2213,3 医療法人　こころ　本〒730-0035 082-247-7373医療法人　こころ　理倉本　恭成 平19. 4. 1心内 アレ 内  診療所
     通くらもと心療内科 広島市中区本通３－１０　本通サ常　勤:    1事長　倉本　恭成 組織変更 神内 精   現存
     ザンビル３０１号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,2214,1 なかむら神経内科・メ〒730-0011 082-221-3332中村　靖 中村　靖 平15.10. 1神内 心内 精  診療所
     ンタルクリニック 広島市中区基町１２－３－４０１常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35501,2215,8 いいだこどもクリニッ〒734-0007 082-250-1115飯田　典久 飯田　典久 平15.10. 1小   内   診療所
     ク 広島市南区皆実町４丁目２２－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601,2218,2 八丁堀眼科医院 〒730-0017 082-224-3030前谷　悟 前谷　悟 平19. 2.22眼   診療所
     広島市中区鉄砲町９－１０　湯浅常　勤:    1 移転 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,2222,4 東雲眼科医院 〒730-0031 082-246-7832生塩　昌代 生塩　昌代 平16. 3. 1眼   診療所
     広島市中区紙屋町２丁目２－２　常　勤:    1 新規 現存
     紙屋町ビル３Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,2223,2 岸眼科 〒734-0005 082-250-5542岸　浩子 岸　浩子 平16. 5. 1眼   診療所
     広島市南区翠２丁目２５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,2225,7 黒川クリニック 〒730-0005 082-511-7575黒川　毅 黒川　毅 平16. 5. 1内   胃   診療所
     広島市中区西白島町２０－１５　常　勤:    1 新規 現存
     メディカルプラザ西白島３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001,2226,5 光山内科クリニック 〒730-0011 082-223-5055光山　豊文 光山　豊文 平16. 5. 1内   呼   消  診療所
     広島市中区基町６－７８リーガロ常　勤:    1 新規 循   現存
     イヤルホテル広島１０Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,2227,3 京橋心療クリニック 〒732-0828 082-262-3000医療法人　三永会　理山中　敏郎 平16. 6. 1心内 精   診療所
     広島市南区京橋町１－２ 常　勤:    2事長　山崎　正数 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36201,2228,1 槇殿放射線科本院 〒732-0823 082-263-4392槇殿　玲子 槇殿　玲子 平16. 6. 1放   内   診療所
     広島市南区猿猴橋町６－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,2230,7 ひがき眼科 〒732-0066 082-502-2115檜垣　文雄 檜垣　文雄 平16.10. 1眼   診療所
     広島市東区牛田本町４丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36401,2231,5 田中整形外科クリニッ〒730-0005 082-511-7771田中　信 田中　信 平16.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 広島市中区西白島町２０－１５メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルプラザ西白島２Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,2234,9 藤堂眼科医院 〒730-0022 082-241-4594藤堂　浩敏 藤堂　浩敏 平18.11. 1眼   診療所
     広島市中区銀山町１－６ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,2236,4 まえだ内科呼吸器科 〒734-0005 082-254-3366前田　晃宏 前田　晃宏 平17. 5. 1内   呼   アレ診療所
     広島市南区翠３丁目６－４　翠町常　勤:    1 新規 現存
     メディカルビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,2237,2 古谷皮ふ科クリニック〒734-0005 082-254-3357医療法人古谷皮ふ科ク古谷　喜義 平19. 5. 1皮   アレ 診療所
     広島市南区翠３丁目６－４　翠町常　勤:    1リニック　理事長　古 組織変更 現存
     メディカルビル３階 (医       1)谷　喜義 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,2239,8 いわもとメンタルクリ〒730-0021 082-246-1904岩本　裕子 岩本　裕子 平17.11. 1心内 精   神  診療所
     ニック 広島市中区胡町４－２４　クリタ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901,2240,6 山下内科・消化器科ク〒732-0016 082-516-0150山下　喜史 山下　喜史 平17.11. 1内   消   ひ  診療所
     リニック 広島市東区戸坂出江１丁目１－１常　勤:    1 新規 皮   現存
     ０ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37001,2242,2 坪井眼科 〒730-0013 082-227-8676坪井　隆 坪井　隆 平17.11. 1眼   診療所
     広島市中区八丁堀１１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37101,2245,5 医療法人社団あかしあ〒732-0002 082-229-5315医療法人社団あかしあ長場　美由紀 平18. 3. 1内   皮   精  診療所
     会　あかしあクリニッ広島市東区戸坂山根３－１１－１常　勤:    1会　理事長　長場　美 新規 リハ 心内 現存
     ク戸坂 ６ (医       1)由紀 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201,2246,3 さくらクリニック 〒732-0009 082-220-2955久米　朋美 久米　朋美 平20.10.30内   診療所
     広島市東区戸坂千足二丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (医       1) 平26.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37301,2247,1 高山内科クリニック 〒730-0822 082-545-5858高山　定松 高山　定松 平18. 4. 1内   診療所
     広島市中区吉島東１丁目２３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０－５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37401,2248,9 みなもと眼科 〒734-0025 082-881-3600皆本　敦 皆本　敦 平18. 5. 1眼   診療所
     広島市南区東本浦町１７－１２－常　勤:    2 新規 現存
     １０１ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501,2249,7 山本整形外科クリニッ〒734-0053 082-282-6161医療法人　健真会　理山本　健之 平18. 5. 1一般        16診療所
     ク 広島市南区青崎２丁目４－２０ 常　勤:    1事長　山本　健之 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601,2250,5 中谷整形外科 〒732-0054 082-261-0312中谷　徳雄 中谷　徳雄 平18. 6. 1整外 リハ 診療所
     広島市東区愛宕町９－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701,2252,1 水野内科クリニック 〒730-0031 082-248-2727医療法人　みずの会　水野　敏之 平18. 7. 1内   呼内 他  診療所
     広島市中区紙屋町１丁目６－７ 常　勤:    1理事長　水野　敏之 新規 循環器内科、消現存
     (医       1) 平30. 7. 1化器内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37801,2253,9 高橋泌尿器科・皮ふ科〒732-0033 082-298-0511髙橋　宏明 髙橋　宏明 平18. 9. 1ひ   皮   アレ診療所
     クリニック 広島市東区温品７丁目１０－１１常　勤:    2 新規 性   現存
     －１８ (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37901,2254,7 恵愛クリニック 〒730-0024 082-249-7430後藤　裕幸 後藤　裕幸 平18. 9.19内   皮   小  診療所
     広島市中区西平塚町７－１８ 常　勤:    1 移転 性   現存
     (医       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38001,2256,2 小椿クリニック 〒739-1521 082-810-6700加藤　芳朗 加藤　芳朗 平18.10. 1内   循   消  診療所
     広島市安佐北区白木町三田下小椿常　勤:    1 新規 呼   放   現存
     ４２７５－１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38101,2259,6 吉崎整形外科 〒732-0824 082-261-1635井之川　義典 井之川　義典 平18.11. 1療養        19診療所
     広島市南区的場町２丁目４－２８常　勤:    1 その他 整外 リハ 療養病床
     (医       1) 平24.11. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38201,2260,4 藏本内科 〒730-0051 082-504-7311藏本　憲 藏本　憲 平19. 4. 1内   他   リハ診療所
     広島市中区大手町３丁目１３－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38301,2261,2 新甲さなえ女性クリニ〒732-0814 082-568-2234新甲　さなえ 新甲　さなえ 平19. 4. 1産婦 内   診療所
     ック 広島市南区段原南１丁目３－５３常　勤:    1 新規 現存
     　イーストビル２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
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  38401,2262,0 佐々木メンタルクリニ〒730-0035 082-249-5505佐々木　高伸 佐々木　高伸 平19. 4. 3精   心内 診療所
     ック 広島市中区本通７－２９　アイビ常　勤:    1 新規 現存
     ービル７Ｆ (医       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38501,2265,3 医療法人　双貴会　ひ〒730-0041 082-546-0122医療法人　双貴会　理内海　公子 平19. 6. 1内   診療所
     まわりクリニック 広島市中区小町３番３１－３０１常　勤:    1事長　内海　公子 移転 現存
     号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601,2266,1 大手町こぶけ内科クリ〒730-0051 082-504-6255小武家　暁子 小武家　暁子 平19. 7. 5内   他   診療所
     ニック 広島市中区大手町３丁目１－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38701,2270,3 愛和会広島クリニック〒730-0813 082-546-1010医療法人財団愛和会　津谷　隆史 平19. 6. 1内   リハ 診療所
     広島市中区住吉町５－７ 常　勤:    1理事長　立川　豊吏 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38801,2272,9 いぐち腎泌尿器クリニ〒730-0031 082-242-1145井口　裕樹 井口　裕樹 平19.10. 1ひ   診療所
     ック 広島市中区紙屋町２丁目２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38901,2273,7 藤元内科ファミリーク〒734-0025 082-890-1200藤元　貴啓 藤元　貴啓 平19.11. 8内   小   リウ診療所
     リニック 広島市南区東本浦町２２－２９ 常　勤:    1 新規 呼   アレ 消  現存
     (医       1) 平25.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39001,2277,8 伊藤内科医院 〒730-0003 082-221-5427伊藤　欣朗 伊藤　欣朗 平20. 1. 1内   診療所
     広島市中区白島九軒町１５－７ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39101,2279,4 広島マーククリニック〒730-0051 082-242-6001金　隆史 金　隆史 平20. 3.11他   診療所
     広島市中区大手町２丁目１－４　常　勤:    1 新規 現存
     広島本通マークビル３Ｆ (医       1) 平26. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39201,2281,0 なかむら皮ふ科クリニ〒736-0085 082-889-1112医療法人　更紗　理事中村　幸子 平20. 4. 1皮   アレ 診療所
     ック 広島市安芸区矢野西４丁目３－１常　勤:    1長　中村　幸子 移転 現存
     ５ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39301,2285,1 医療法人　医仁会　本〒730-0035 082-247-1588医療法人　医仁会　理平賀　裕之 平20. 5. 1他   診療所
     通トータルヘルス内科広島市中区本通７－２９ 常　勤:    1事長　平賀　裕之 新規 現存
     クリニック (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39401,2286,9 たむらメンタルクリニ〒730-0051 082-545-7676田村　達辞 田村　達辞 平20. 6. 1心内 精   診療所
     ック 広島市中区大手町３丁目６－１２常　勤:    1 新規 現存
     　おおうちビル４階 (医       1) 平26. 6. 1
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  39501,2287,7 だいこく皮ふ科・アレ〒730-0029 082-241-0811大黒　久和 大黒　久和 平20. 6.10皮   アレ 診療所
     ルギー科 広島市中区三川町１－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39601,2288,5 中央通り乳腺検診クリ〒730-0029 082-541-1504稲田　陽子 稲田　陽子 平20. 6.10他   診療所
     ニック 広島市中区三川町１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39701,2289,3 香川乳腺クリニック 〒730-0029 082-240-1181香川　直樹 香川　直樹 平20. 6.16他   診療所
     広島市中区三川町１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.16
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39801,2295,0 おおうち総合健診所く〒730-0051 082-542-5810医療法人社団おおうち國木　弘道 平20.11. 1内   アレ ひ  診療所
     にき内科 広島市中区大手町三丁目６番１２常　勤:    1総合健診所くにき内科 組織変更 現存
     号 (医       1)　理事長　國木　弘道 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39901,2296,8 広島みなとクリニック〒734-0014 082-881-2525熊谷　元 熊谷　元 平20.12. 1内   外   整外診療所
     広島市南区宇品西５丁目１２－４常　勤:    2 新規 他   アレ リハ現存
     ６ (医       2) 平26.12. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40001,2297,6 耳鼻咽喉科おおたクリ〒734-0014 082-256-2040医療法人　宝耳会　理太田　行紀 平20.12. 1耳い 診療所
     ニック 広島市南区宇品西５丁目１２番４常　勤:    1事長　太田　行紀 新規 現存
     ５号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40101,2302,4 広島市医師会千田町夜〒730-0052 082-504-9990一般社団法人広島市医松原　進 平21. 3.23内   眼   診療所
     間急病センター（内科広島市中区千田町三丁目８番６号常　勤:    2師会　会長　松村　誠 新規 現存
     ・眼科） (医       2) 平27. 3.23
     非常勤:  408
     (医     408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40201,2304,0 よしなが神経内科クリ〒730-0031 082-543-5300好永　順二 好永　順二 平21. 4. 1神内 精   診療所
     ニック 広島市中区紙屋町２丁目２番２５常　勤:    1 新規 現存
     号紙屋町大野ビル３Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40301,2305,7 藤井心療内科クリニッ〒730-0017 082-511-8686藤井　康能 藤井　康能 平21. 4. 1心内 精   診療所
     ク 広島市中区鉄砲町１０－１８　栗常　勤:    1 新規 現存
     村ビル４階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40401,2306,5 かでな泌尿器科クリニ〒732-0818 082-282-8100嘉手納　一志 嘉手納　一志 平21. 4. 1ひ   診療所
     ック 広島市南区段原日出一丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40501,2307,3 なかた内科循環器クリ〒734-0036 082-298-7799中田　篤範 中田　篤範 平21. 4. 1内   他   診療所
     ニック 広島市南区旭１丁目５－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40601,2308,1 山肩内科クリニック 〒732-0827 082-261-6687山肩　満徳 山肩　満徳 平21. 4. 1内   他   診療所
     広島市南区稲荷町４－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40701,2310,7 いわさきクリニック 〒732-0043 082-262-5271医療法人社団石見会　岩崎　昭治 平21. 4. 1療養        18診療所
     広島市東区東山町１－９ 常　勤:    1理事長　岩崎　昭治 その他 内   リハ 療養病床
     (医       1) 平27. 4. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40801,2311,5 山田外科内科医院 〒732-0818 082-281-5711医療法人山田外科内科山田　洋 平21. 4. 1外   整外 内  診療所
     広島市南区段原日出１丁目１５番常　勤:    2医院　理事長　山田　 移転 放   現存
     １３号 (医       2)洋 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40901,2315,6 いしがめ小児科 〒732-0033 082-573-1178石瓶　紘一 石瓶　紘一 平21. 5. 1小   診療所
     広島市東区温品７丁目１０－１１常　勤:    1 新規 現存
     －２０ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41001,2316,4 すみよし内科クリニッ〒732-0068 082-512-1181住吉　秀隆 住吉　秀隆 平21. 5.20内   他   アレ診療所
     ク 広島市東区牛田新町３丁目１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (医       1) 平27. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41101,2324,8 医療法人　つかさ会　〒730-0051 082-504-1131医療法人　つかさ会　高橋　司 平21. 7. 1胃   循   こう診療所
     高橋メディカルクリニ広島市中区大手町三丁目１３－２常　勤:    1理事長　高橋　司 移転 外   現存
     ック ９ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41201,2325,5 ますだ小児科 〒732-0055 082-568-2828医療法人あおぞら　理増田　宏 平21. 8. 1小   診療所
     広島市東区東蟹屋町１０番２１号常　勤:    1事長　増田　宏 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    46 頁

  41301,2326,3 すず美容形成外科医院〒730-0017 岩垂　鈴香 岩垂　鈴香 平21. 9. 1形外 美外 他  診療所
     広島市中区鉄砲町１０－１３八丁常　勤:    1 新規 現存
     堀伊藤久芳堂ビル６階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41401,2327,1 医療法人社団誠風会　〒732-0811 082-262-5200医療法人社団誠風会　高橋　淳 平21. 9. 1内   他   アレ診療所
     高橋内科呼吸器クリニ広島市南区段原３丁目３－２７ 常　勤:    1理事長　高橋　淳 組織変更 現存
     ック (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41501,2330,5 医療法人　江草玄士ク〒730-0013 082-511-2666医療法人　江草玄士ク江草　玄士 平21.10. 1内   診療所
     リニック 広島市中区八丁堀１２番４号 常　勤:    1リニック　理事長　江 移転 現存
     (医       1)草　玄士 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41601,2331,3 岩本内科医院 〒734-0014 082-253-0018医療法人わかば会　理岩本　恵子 平21.10. 1内   他   小  診療所
     広島市南区宇品西二丁目７番３１常　勤:    1事長　岩本　恵子 移転 現存
     号 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41701,2332,1 川上内科クリニック 〒739-0323 082-893-6886医療法人こうゆう会　川上　剛 平21.11. 1内   他   放  診療所
     広島市安芸区中野東五丁目１番７常　勤:    1理事長　川上　剛 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41801,2333,9 梶川整形外科リウマチ〒734-0015 082-254-6622梶川　和徳 梶川　和徳 平21.12. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 広島市南区宇品御幸１丁目１４－常　勤:    1 交代 現存
     １９ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41901,2337,0 にほ耳鼻咽喉科アレル〒734-0024 082-890-8088岡田　明子 岡田　明子 平22. 3. 1耳い アレ 診療所
     ギー科クリニック 広島市南区仁保新町二丁目５－３常　勤:    1 新規 現存
     ２グレイスコート仁保新町１Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42001,2338,8 茶幡皮膚科泌尿器科医〒730-0814 082-247-0606茶幡　伸 茶幡　伸 平22. 4. 1皮   ひ   診療所
     院 広島市中区羽衣町１３－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42101,2339,6 おちうみ内科消化器ク〒734-0002 082-253-1316医療法人　おちうみ内落海　健彦 平22. 3. 5内   他   診療所
     リニック 広島市南区西旭町８番８号 常　勤:    1科消化器クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　落海　健彦 平28. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42201,2342,0 芙蓉ビル眼科 〒732-0822 082-263-9270楠　弘子 楠　弘子 平22. 5. 1眼   診療所
     広島市南区松原町１０－２５　芙常　勤:    1 新規 現存
     蓉ビル４階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42301,2344,6 清水クリニック 〒732-0817 082-567-0808石原　浩 石原　浩 平22. 7.12心外 診療所
     広島市南区比治山町３－１４－１常　勤:    1 交代 現存
     ０１ (医       1) 平28. 7.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42401,2345,3 医療法人社団　水野皮〒732-0053 082-263-6775医療法人社団　水野皮水野　寛 平22. 8. 1皮   アレ 診療所
     ふ科 広島市東区若草町１１－１－１０常　勤:    2ふ科　理事長　水野　 移転 現存
     １　ザ広島タワー１階 (医       2)寛 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42501,2346,1 はたの皮膚科クリニッ〒734-0014 082-250-3337波多野　裕二 波多野　裕二 平22. 9. 1皮   診療所
     ク 広島市南区宇品西３－１－４５－常　勤:    2 新規 現存
     ２　クリニックモール宇品 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42601,2347,9 ほほえみ診療所 〒730-0024 082-541-2528平川　晃 平川　晃 平22. 9. 1内   神内 精  診療所
     (01,3673,3) 広島市中区西平塚町４番１５号 常　勤:    3 移転 歯   現存
     (医       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42701,2348,7 広島リウマチ・内科ク〒730-0017 082-221-6610医療法人広島リウマチ山西　裕司 平22.10. 1リウ 内   アレ診療所
     リニック 広島市中区鉄砲町１０番１３号　常　勤:    1・内科クリニック　理 組織変更 現存
     八丁堀伊藤久芳堂ビル３Ｆ (医       1)事長　山西　裕司 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42801,2349,5 女性クリニック　ラポ〒730-0051 082-272-6009医療法人社団　女性ク中原　恭子 平22.10. 1産   婦   内  診療所
     ール 広島市中区大手町５丁目３番１号常　勤:    1リニック　ラポール　 組織変更 他   現存
     (医       1)理事長　中原　恭子 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42901,2354,5 平和大通り心療クリニ〒730-0037 082-541-1156医療法人平和大通り心平山　壮一郎 平22.11. 1心内 精   診療所
     ック 広島市中区中町８－６フジタビル常　勤:    2療クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３Ｆ (医       2)　平山　壮一郎 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43001,2356,0 医療法人社団　小畠ク〒732-0033 082-289-0364医療法人社団　小畠ク小畠　眞 平22.12. 1内   診療所
     リニック 広島市東区温品１－３－２ 常　勤:    1リニック　理事長　小 移転 現存
     (医       1)畠　眞 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43101,2357,8 大手町診療所 〒730-0051 082-248-4125一般財団法人　広島県木戸　晶孔 平22.12.14内   婦   診療所
     広島市中区大手町１－５－１７ 常　勤:    3集団検診協会　理事長 移転 現存
     (医       3)　住吉　寛 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43201,2358,6 広島生活習慣病・がん〒730-0016 082-224-6661医療法人　社団　ヤマ角南　泰志 平23. 2. 1内   他   アレ診療所
     健診所 広島市中区幟町１３番４号広島マ常　勤:    8ナ会　理事長　山名　 新規 リウ 婦   放  現存
     ツダビル４Ｆ (医       8)二郎 平29. 2. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43301,2359,4 比治山病院 〒734-0021 082-281-0608医療法人　比治山病院増田　正幸 平23. 2. 1精神       162病院
     広島市南区上東雲町３－１ 常　勤:    6　理事長　増田　勝幸 移転 精   心内 現存
     (医       6) 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43401,2360,2 野間眼科医院 〒730-0042 082-249-5585野間　一列 野間　一列 平23. 4. 1眼   診療所
     広島市中区国泰寺町２丁目４－１常　勤:    2 交代 現存
     ８ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43501,2361,0 医療法人財団愛人会　〒730-0051 082-248-0666医療法人財団愛人会　河村　徹 平23. 4. 1内   他   放  診療所
     河村内科消化器クリニ広島市中区大手町一丁目４番１１常　勤:    3理事長　河村　讓 新規 現存
     ック 号 (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43601,2364,4 桜クリニック 〒730-0014 082-221-2644杉山　信作 杉山　信作 平23. 4. 1他   精   小  診療所
     広島市中区上幟町５－１５－３０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43701,2365,1 おさだメンタルクリニ〒730-0036 082-247-7300長田　昌士 長田　昌士 平23. 4. 1精   心内 診療所
     ック 広島市中区袋町１－４Ｎａｍｉｋ常　勤:    1 新規 現存
     ｉ　Ｋ２　２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43801,2367,7 山村クリニック 〒730-0031 082-546-0111医療法人和会　理事長山村　邦夫 平23. 4. 1脳外 外   神内診療所
     広島市中区紙屋町二丁目２番６号常　勤:    1　山村　邦夫 組織変更 放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43901,2370,1 医療法人社団まりも会〒732-0816 082-256-3650医療法人社団まりも会平松　 夫 平23. 4. 1一般       121病院
     (01,3654,3) 　ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町１１番２７常　勤:   10　理事長　平松　廣夫 新規 療養        40療養病床
     号 (医      10) 平29. 4. 1整外 外   他  現存
     非常勤:   53 脳外 麻   内  
     (医      51) 呼内 リウ リハ
     (歯       2) 放   呼外 形外
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44001,2371,9 医療法人社団　スマイ〒736-0084 082-885-8280医療法人社団　スマイ平林　晃 平23. 4. 1内   他   診療所
     ル　広島ベイクリニッ広島市安芸区矢野新町２丁目２－常　勤:    1ル　理事長　髙杉　啓 新規 現存
     ク １９ (医       1)一郎 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44101,2372,7 唐井　アイクリニック〒730-0031 082-545-6945唐井　浩二 唐井　浩二 平23. 5. 1眼   診療所
     広島市中区紙屋町１丁目１番１７常　勤:    1 新規 現存
     号広島ミッドタウンビル３０１号(医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44201,2373,5 医療法人　社団　ヤマ〒730-0016 082-224-6610医療法人　社団　ヤマ辻　修一 平23. 5. 1内   放   診療所
     ナ会　さくらＭＲＩク広島市中区幟町１３番４号広島マ常　勤:    1ナ会　理事長　山名　 新規 現存
     リニック ツダビル地下１Ｆ (医       1)二郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44301,2374,3 池庄司整形外科医院 〒732-0818 082-285-8883池庄司　敦 池庄司　敦 平23. 7.19整外 診療所
     広島市南区段原日出２丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (医       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44401,2375,0 川口耳鼻咽喉科クリニ〒730-0013 082-222-2320医療法人　慈晃会　理川口　和幸 平23. 8. 1耳い アレ 診療所
     ック 広島市中区八丁堀１－１２マスキ常　勤:    1事長　川口　和幸 移転 現存
     八丁堀ビル７Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44501,2376,8 広島女性クリニック 〒730-0029 082-249-3900医療法人社団　明樟会永井　宣隆 平23. 8. 1婦   診療所
     広島市中区三川町１番２０号ピン常　勤:    1　理事長　市原　義郎 組織変更 休止
     クリボン３９ビル４階 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44601,2377,6 メンタルクリニック　〒734-0003 082-258-1491中村　道彦 中村　道彦 平23. 9. 1心内 精   診療所
     ラッコリン 広島市南区宇品東二丁目７番７－常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44701,2378,4 医療法人社団おると会〒730-0051 082-240-1166医療法人社団おると会浜脇　純一 平23. 8.12一般       160病院
     　浜脇整形外科病院 広島市中区大手町４丁目６番６号常　勤:    5　理事長　今井　澄伊 移転 整外 リハ リウ現存
     (医       5) 平29. 8.12麻   
     非常勤:   15
     (医      15)
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  44801,2379,2 浜田医院 〒736-0083 082-888-0233濱田　広志 濱田　広志 平23. 7.13内   小   呼  診療所
     広島市安芸区矢野東二丁目３１－常　勤:    1 交代 現存
     １０ (医       1) 平29. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44901,2381,8 しげのぶ整形外科リウ〒732-0814 082-568-1010医療法人ＳＯＲＲ　理重信　浩一 平23.10. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ・リハビリクリニ広島市南区段原南一丁目３番５３常　勤:    1事長　重信　浩一 組織変更 現存
     ック 号広島イーストビル２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45001,2382,6 あおばこどもファミリ〒734-0014 082-250-1255田坂　勝 田坂　勝 平23.10. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 広島市南区宇品西五丁目３－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45101,2383,4 医療法人木村整形外科〒732-0053 082-264-5566医療法人木村整形外科木村　修司 平23.11. 1整外 リウ リハ診療所
     リハビリ・ペインクリ広島市東区若草町１１番２号グラ常　勤:    1リハビリ・ペインクリ 組織変更 麻   他   現存
     ニック ンアークテラス３階 (医       1)ニック　理事長　木村 平29.11. 1他－１件（ペイ
     非常勤:    1　修司 ンクリニック外
     (医       1) 科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45201,2385,9 瞳眼科 〒730-0035 082-240-6688島田　茂明 島田　茂明 平23.11. 1眼   診療所
     広島市中区本通２－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45301,2386,7 こけはら泌尿器科クリ〒730-0013 082-512-0045苔原　修 苔原　修 平23.12. 1ひ   診療所
     ニック 広島市中区八丁堀１番１２号マス常　勤:    1 移転 現存
     キビル８階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45401,2387,5 グランドタワーメディ〒730-0012 082-227-3366医療法人　グランドタ伊藤　千賀子 平24. 1. 1他   放   診療所
     カルコートライフケア広島市中区上八丁堀４番１号アー常　勤:    4ワーメディカルコート 組織変更 糖尿病・代謝内現存
     クリニック バンビューグランドタワー４０１(医       4)　理事長　伊藤　千賀 平30. 1. 1科、循環器内科
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45501,2392,5 医療法人みかんの会　〒736-0085 082-888-3131医療法人　みかんの会平田　一朗 平24. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     平田整形外科リハビリ広島市安芸区矢野西一丁目３１番常　勤:    1　理事長　平田　悦造 組織変更 現存
     クリニック ８号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45601,2393,3 千田こどもクリニック〒730-0052 082-543-6230医療法人社団　緑子会畝井　和彦 平24. 4. 1小   診療所
     広島市中区千田町二丁目１番２７常　勤:    1　理事長　畝井　和彦 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45701,2394,1 クリニック大手町 〒730-0051 082-542-5800医療法人　みずき会　渡　貞雄 平24. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     広島市中区大手町三丁目６番１２常　勤:    1理事長　渡　貞雄 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45801,2395,8 廣島クリニック 〒730-0044 082-543-6688醫療法人齊和會　理事久米　健介 平24. 4.19整外 リハ リウ診療所
     広島市中区宝町２番１号フジグラ常　勤:    1長　天野　幹三 新規 他   内   現存
     ン４階 (医       1) 平30. 4.19漢方内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45901,2397,4 たにもと眼科 〒732-0016 082-220-1177谷本　誠治 谷本　誠治 平24. 5. 1眼   診療所
     広島市東区戸坂出江１－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46001,2398,2 藤井レディースクリニ〒730-0031 082-241-2410医療法人藤井レディー藤井　恒夫 平24. 5. 1産婦 内   診療所
     ック 広島市中区紙屋町二丁目２番６号常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 現存
     紙屋町イワミビル４Ｆ (医       1)　藤井　恒夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46101,2400,6 一ノ瀬病院 〒730-0042 082-243-6223医療法人　清泉会　理一ノ瀬　孝彦 平24. 5. 1一般        57病院
     広島市中区国泰寺町１－５－１１常　勤:    5事長　一ノ瀬　孝彦 組織変更 療養        38療養病床
     (医       5) 平30. 5. 1脳外 外   他  現存
     非常勤:    5 整外 リハ 放  
     (医       5) 脳内 
     消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46201,2401,4 碓井内科胃腸科医院 〒732-0066 082-228-0680田尻　 子 田尻　 子 平24. 5. 9内   放   他  診療所
     広島市東区牛田本町四丁目２番９常　勤:    1 交代 他－胃腸内科、現存
     号 (医       1) 平30. 5. 9循環器内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46301,2402,2 さだもりレディースク〒730-0051 082-242-1132貞森　理子 貞森　理子 平24. 9. 1産婦 診療所
     リニック 広島市中区大手町２丁目７－２ウ常　勤:    1 交代 現存
     エノヤビル大手町４Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46401,2403,0 ながたクリニック 〒732-0042 082-890-1119永田　秀之 永田　秀之 平24.11. 1内   他   外  診療所
     広島市東区矢賀２丁目８－１８ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46501,2404,8 広島ステーションクリ〒732-0053 082-568-1007医療法人広島ステーシ石田　清隆 平24.11. 1他   内   診療所
     ニック 広島市東区若草町１１番２号グラ常　勤:    1ョンクリニック　理事 組織変更 現存
     ンアークテラス３Ｆ (医       1)長　石田　清隆 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46601,2405,5 益田内科胃腸科医院 〒732-0053 082-263-1955医療法人　恵林会　理益田　浩 平24.11. 1内   胃   循  診療所
     広島市東区若草町６番１号 常　勤:    2事長　益田　厚 組織変更 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46701,2407,1 金林耳鼻咽喉科 〒730-0051 082-241-8930金林　秀則 金林　秀則 平25. 1. 1耳い 診療所
     広島市中区大手町四丁目１番１号常　勤:    1 移転 現存
     大手町平和ビル (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46801,2409,7 タナカ小児科内科 〒732-0807 082-258-1915高内　克彦 高内　克彦 平25. 2. 8小   内   精  診療所
     広島市南区荒神町５－８－４０１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46901,2411,3 ウィミンズ・ヴィセオ〒732-0053 082-568-5177川上　洋介 川上　洋介 平25. 4. 2婦   産   診療所
     　クリニック広島 広島市東区若草町１１－２グラン常　勤:    1 新規 現存
     アークテラス３階 (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47001,2413,9 松林内科医院 〒730-0052 082-241-4654松林　登喜子 松林　登喜子 平25. 4. 1内   診療所
     広島市中区千田町二丁目１番８号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47101,2414,7 川崎産婦人科医院 〒734-0036 082-251-0303医療法人川崎産婦人科川﨑　雅也 平25. 4. 1一般        14診療所
     広島市南区旭三丁目１３番１６－常　勤:    1医院　理事長　川﨑　 組織変更 産婦 現存
     １号 (医       1)雅也 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47201,2415,4 岡田外科医院 〒732-0819 082-281-2802岡田　惠子 岡田　毅 平25. 5. 7外   他   整外診療所
     広島市南区段原山崎２丁目９－２常　勤:    2 移転 リハ 皮   放  現存
     ２ (医       2) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47301,2416,2 ひろしま駅前　乳腺ク〒732-0822 082-568-3003医療法人社団　明樟会長野　晃子 平25. 7. 3他   診療所
     リニック 広島市南区松原町９番１号福屋広常　勤:    1　理事長　市原　義郎 新規 現存
     島駅前店８階 (医       1) 平25. 7. 3
     非常勤:    7
     (医       7)
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  47401,2417,0 みなみまちクリニック〒734-0007 082-250-0155医療法人凜りしき手真古川　一人 平25. 9.24整外 リハ 内  診療所
     広島市南区皆実町五丁目１８番２常　勤:    1田整形外科リハビリ科 新規 外   リウ 現存
     号 (医       1)　理事長　眞田　諭 平25. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47501,2419,6 ののやま眼科 〒732-0025 082-562-2668野々山　深 野々山　深 平25.10. 1眼   診療所
     広島市東区中山西二丁目４番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47601,2421,2 林病院 〒730-0029 082-248-0600医療法人社団　楓会　林　淳二 平25. 9. 1一般        51病院
     広島市中区三川町３番８号 常　勤:    6理事長　林　淳二 移転 整外 内   呼内療養病床
     (医       6) 平25. 9. 1リハ 麻   現存
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47701,2422,0 さとう脳神経外科クリ〒734-0005 082-254-3211医療法人　ＨＣＨ　理佐藤　秀樹 平25.10. 1脳外 リハ 診療所
     ニック 広島市南区翠二丁目５番６号 常　勤:    1事長　佐藤　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47801,2425,3 小児科さとうクリニッ〒734-0014 082-250-2311医療法人小児科さとう佐藤　貴 平25.10.18小   診療所
     ク 広島市南区宇品西３丁目１－４５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －３クリニックモール宇品 (医       1)佐藤　貴 平25.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47901,2426,1 医療法人　横山内科医〒732-0805 082-263-1171医療法人横山内科医院横山　行男 平25.11. 5内   診療所
     院 広島市南区東荒神町３番３５号 常　勤:    1　理事長　横山　行男 移転 胃腸内科 現存
     (医       1) 平25.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48001,2427,9 宇品メンタルクリニッ〒734-0014 082-250-2230医療法人　宇品メンタ山本　修 平25.12. 2精   心内 診療所
     ク 広島市南区宇品西３丁目１－４５常　勤:    1ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     －４クリニックモール宇品 (医       1)　山本　修 平25.12. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48101,2428,7 クリニック福本リハビ〒736-0083 082-888-1575医療法人　福樹会　理福本　英之 平26. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     リ整形外科 広島市安芸区矢野東２丁目３１番常　勤:    1事長　福本　英之 移転 現存
     １１号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48201,2429,5 医療法人　新でしお病〒734-0001 082-251-7286医療法人　新でしお病花木　千尋 平26. 1.12療養        35病院
     院 広島市南区出汐一丁目３番９号 常　勤:    3院　理事長　武川　知 移転 内   放   麻  療養病床
     (医       3)穂 平26. 1.12胃腸内科 現存
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
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  48301,2430,3 はしがみ心療内科クリ〒730-0013 082-502-1577橋上　慎平 橋上　慎平 平26. 3. 1心内 神内 精  診療所
     ニック 広島市中区八丁堀１－１２マスキ常　勤:    1 新規 現存
     八丁堀ビル３Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48401,2431,1 本通眼科 〒730-0035 082-245-5225医療法人社団さくら会村上　千絵子 平26. 3. 1眼   診療所
     広島市中区本通７番２５号高橋ビ常　勤:    1　理事長　村上　智宣 移転 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48501,2432,9 たかた内科クリニック〒732-0053 082-263-5077髙田　耕基 髙田　耕基 平26. 4. 1内   診療所
     広島市東区若草町１０－１５　１常　勤:    1 新規 循環器内科、消現存
     Ｆ (医       1) 平26. 4. 1化器内科、代謝
     非常勤:    3 内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48601,2433,7 しんどう皮ふ科アレル〒732-0818 082-510-1322信藤　肇 信藤　肇 平26. 4. 8皮   アレ 診療所
     ギー科 広島市南区段原日出１丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １３－４Ｆ (医       1) 平26. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48701,2434,5 太田川東クリニック 〒732-0002 082-220-0044医療法人社団輔仁会　満田　一博 平26. 4. 1内   外   診療所
     広島市東区戸坂山根一丁目２４番常　勤:    1理事長　満田　一博 組織変更 現存
     ２０号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48801,2435,2 ゆめ眼科 〒734-0007 082-250-6405冲永　眞奈恵 冲永　眞奈恵 平26. 5. 1眼   診療所
     広島市南区皆実町２丁目８番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48901,2436,0 内科・脳神経内科・リ〒730-0037 082-247-1916医療法人　宮﨑クリニ宮﨑　裕子 平26. 4. 1内   脳内 リハ診療所
     ハビリテーション科　広島市中区中町７番３５号 常　勤:    1ック　理事長　宮﨑　 移転 現存
     宮﨑ゆうこクリニック (医       1)裕子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49001,2437,8 地方独立行政法人広島〒730-8518 082-221-2291地方独立行政法人広島荒木　康之 平26. 4. 1一般       715病院
     (01,3629,5) 市立病院機構広島市立広島市中区基町７番３３号 常　勤:  172市立病院機構　理事長 交代 精神        28現存
     広島市民病院 (医     168)　影本　正之 平26. 4. 1内   呼内 外  
     (歯       4) 整外 形外 脳外
     非常勤:   65 心外 呼外 皮  
     (医      62) 小   小外 産  
     (歯       3) 婦   ひ   精  
     神内 耳い 眼  
     放   麻   歯  
     歯外 リハ リウ
     病理 他   
     他－１０件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49101,2438,6 横田メンタルクリニッ〒732-0053 082-568-8338医療法人横田メンタル横田　則夫 平26. 5. 1心内 精   診療所
     ク 広島市東区若草町１１番２号グラ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ンアークテラス３階 (医       1)横田　則夫 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49201,2439,4 徳永呼吸睡眠クリニッ〒730-0016 082-211-1159医療法人徳永呼吸睡眠德永　豊 平26. 6. 1内   呼内 診療所
     ク 広島市中区幟町１３番４号広島マ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ツダビル２Ｆ (医       1)德永　豊 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49301,2440,2 ヒューマンウェルフェ〒732-0068 082-224-2240奥田　久徳 奥田　久徳 平26. 6. 1内   診療所
     ア在宅クリニック 広島市東区牛田新町三丁目１５－常　勤:    1 交代 現存
     ３８ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49401,2441,0 あおぞら診療所 〒739-0321 082-880-0030医療法人社団　長寿会西野　猛 平26. 9. 1内   整外 脳外診療所
     広島市安芸区中野七丁目２２番１常　勤:    1　理事長　畑野　榮治 新規 リハ 現存
     １号 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49501,2442,8 八丁堀脳外科 〒730-0013 082-511-1235寺田　欣矢 寺田　欣矢 平26.10. 1脳外 診療所
     広島市中区八丁堀１４－７宮田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49601,2443,6 医療法人社団ＨＡＲＧ〒730-0013 082-511-5911医療法人社団ＨＡＲＧ保澤　真紀 平26.10. 1内   呼内 アレ診療所
     　広島アレルギー呼吸広島市中区八丁堀１４番７号 常　勤:    2　広島アレルギー呼吸 新規 現存
     器クリニック　八丁堀 (医       2)器クリニック　理事長 平26.10. 1
     非常勤:    1　保澤　総一郎
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49701,2444,4 ルネッサンス出汐内科〒734-0001 082-250-0180医療法人社団　林医院原田　義弘 平26.11. 1一般        19診療所
     整形外科医院 広島市南区出汐一丁目３番３号 常　勤:    3　理事長　林　英紀 新規 内   整外 現存
     (医       3) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  49801,2445,1 よしじまクリニック 〒730-0824 082-247-8000佐々木　朋宏 佐々木　朋宏 平26.12. 1脳外 脳内 内  診療所
     広島市中区吉島新町１－４－１ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平26.12. 1老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49901,2447,7 あおぞら健診・内科ク〒730-0029 082-246-1005医療法人社団　明樟会前沖　智子 平27. 2.12内   診療所
     リニック 広島市中区三川町１番２０号ピン常　勤:    1　理事長　市原　義郎 新規 消化器内科、放現存
     クリボン３９ビル７Ｆ、８Ｆ (医       1) 平27. 2.12射線診断科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50001,2448,5 大橋内科医院 〒730-0002 082-221-8933大橋　信之 大橋　信之 平27. 1. 1内   呼   診療所
     広島市中区白島中町１１－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50101,2449,3 ナチュレ美容クリニッ〒730-0013 082-836-4821長谷川　淳一 長谷川　淳一 平27. 3. 1美外 形外 耳い診療所
     ク広島 広島市中区八丁堀１２－４八丁堀常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     わかばビル５Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50201,2450,1 はしもと内科 〒730-0822 082-244-5577医療法人社団あえば会橋本　義政 平27. 3. 1一般        19診療所
     広島市中区吉島東一丁目２７番２常　勤:    2　理事長　橋本　義政 移転 内   他   リハ現存
     ０号 (医       2) 平27. 3. 1他－消化器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50301,2451,9 上田循環器八丁堀クリ〒730-0013 082-502-6780上田　健太郎 上田　健太郎 平27. 4. 1内   診療所
     ニック 広島市中区八丁堀１４－７八丁堀常　勤:    1 新規 循環器内科（主現存
     宮田ビル５階 (医       1) 平27. 4. 1たる診療科）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50401,2453,5 ひがき乳腺クリニック〒730-0035 082-240-6122檜垣　健二 檜垣　健二 平27. 4. 1乳腺外科 診療所
     広島市中区本通８番２３号本通ヒ常　勤:    1 新規 現存
     ルズ７Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50501,2454,3 ひだかペインクリニッ〒730-0013 082-511-8118檜髙　育宏 檜髙　育宏 平27. 4. 1麻   診療所
     ク 広島市中区八丁堀１－１２マスキ常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     八丁堀ビル６Ｆ (医       1) 平27. 4. 1ク整形外科（主
     たる診療科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50601,2455,0 霞クリニック 〒734-0023 082-282-0033北村　直幸 北村　直幸 平27. 3.21放射線診断科 診療所
     広島市南区東雲本町１丁目２番２常　勤:    2 交代 現存
     ７号 (医       2) 平27. 3.21
     非常勤:    7
     (医       7)
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  50701,2456,8 ＳｋｙＣｌｉｎｉｃ 〒732-0821 082-261-1171医療法人ＳｋｙＣｌｉ天野　國幹 平27. 4. 1内   外   診療所
     広島市南区大須賀町２０番１３号常　勤:    1ｎｉｃ　理事長　天野 組織変更 現存
     (医       1)　國幹 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50801,2457,6 澤野甲状腺・糖尿病専〒730-0051 082-545-1673澤野　文夫 澤野　文夫 平27. 5. 1内分泌内科（主診療所
     門予約クリニック 広島市中区大手町３丁目８－５エ常　勤:    1 新規 たる診療科）、現存
     イトバレー大手町９Ｆ (医       1) 平27. 5. 1糖尿病内科、代
     謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50901,2458,4 あさひ整形外科クリニ〒734-0036 082-251-8100重信　隆史 重信　隆史 平27. 5.15整外 リハ 診療所
     ック 広島市南区旭２－１５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51001,2459,2 風呂中内科 〒730-0031 082-247-3002風呂中　誠 風呂中　誠 平27. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市中区紙屋町１丁目４番１９常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51101,2461,8 河面内科医院 〒730-0043 082-249-5456河面　智之 河面　智之 平27. 4. 9内   診療所
     広島市中区富士見町５－６ 常　勤:    1 交代 糖尿病代謝内科現存
     (医       1) 平27. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51201,2462,6 えぐさ内科クリニック〒734-0062 082-890-1222医療法人　えぐさ内科江草　嘉弘 平27. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市南区向洋本町１０番２４号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)江草　嘉弘 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51301,2463,4 みなみ内科ライフケア〒732-0816 082-254-7433田村　朋子 田村　朋子 平27. 6. 1内   診療所
     クリニック 広島市南区比治山本町１６－３５常　勤:    1 交代 糖尿病内科 現存
     広島産業文化センター１２階 (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51401,2464,2 こいけ眼科 〒736-0082 082-847-2772小池　生夫 小池　生夫 平27. 7. 1眼   診療所
     広島市安芸区船越南３丁目２７番常　勤:    2 新規 現存
     ２６号 (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51501,2465,9 心療内科クリニック　〒730-0005 082-212-2000片山　真一 片山　真一 平27. 7. 1心内 精   診療所
     リュミエール 広島市中区西白島町２０－１５メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルプラザ西白島１Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51601,2466,7 かみつな内科医院 〒734-0003 082-250-8470上綱　雅一 上綱　雅一 平27. 7. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市南区宇品東２丁目２－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51701,2468,3 医療法人　こばたけ小〒730-0005 082-227-5060医療法人　こばたけ小小畠　牧人 平27. 8.24小   皮   診療所
     児科皮ふ科医院 広島市中区西白島町７番４号 常　勤:    2児科皮ふ科医院　理事 新規 現存
     (医       2)長　小畠　啓 平27. 8.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51801,2469,1 井尻眼科医院 〒730-0013 082-227-8600井 　真澄 井 　真澄 平27. 7. 3眼   診療所
     広島市中区八丁堀１３－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51901,2470,9 石田内科小児科医院 〒734-0036 082-255-3222石田　多恵 石田　多恵 平27.10. 1内   小   診療所
     広島市南区旭２－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52001,2471,7 広島県立広島がん高精〒732-0057 082-263-1330広島県知事　湯﨑　英権丈　雅浩 平27.10. 1放   診療所
     度放射線治療センター広島市東区二葉の里三丁目２－２常　勤:    3彦 新規 現存
     (医       3) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52101,2472,5 川岡クリニック 〒730-0002 082-836-6661川岡　知博 川岡　知博 平27.10. 1内   ひ   診療所
     広島市中区白島中町１６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52201,2473,3 医療法人社団ハイマー〒730-0029 082-245-8110医療法人社団ハイマー河原　純一 平27.10. 6眼   診療所
     ト眼科クリニック 広島市中区三川町３－１６ハイマ常　勤:    2ト眼科クリニック　理 組織変更 現存
     ートビル３階 (医       2)事長　河原　純一 平27.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52301,2474,1 なかむら内科クリニッ〒730-0051 082-545-1199医療法人なかむら内科中村　利夫 平27.11. 1内   診療所
     ク 広島市中区大手町一丁目１番２０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号相生橋ビル９Ｆ (医       1)中村　利夫 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52401,2475,8 髙山眼科 〒734-0023 082-282-2937高山　昇三 高山　昇三 平27.12. 1一般         6診療所
     広島市南区東雲本町２丁目３－１常　勤:    3 交代 眼   現存
     ５ (医       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52501,2476,6 のぞみ整形外科スタジ〒732-0804 082-262-2000医療法人社団　伯瑛会金田　瑛司 平28. 4.11整外 リハ 診療所
     アム前クリニック 広島市南区西蟹屋四丁目８番３５常　勤:    2　理事長　金田　瑛司 新規 現存
     号 (医       2) 平28. 4.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52601,2477,4 おおにしこどもクリニ〒732-0009 082-229-3232大西　博之 大西　博之 平28. 4. 1小   診療所
     ック 広島市東区戸坂千足２丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52701,2478,2 ライフサポートクリニ〒732-0055 082-259-3345新宅　恵子 新宅　恵子 平28. 4. 1心内 内   診療所
     ック広島 広島市東区東蟹屋町７－３４重見常　勤:    1 新規 児童・思春期精現存
     ビル３階 (医       1) 平28. 4. 1神科（主たる診
     療科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52801,2479,0 ＪＲ広島病院 〒732-0057 082-262-1171医療法人ＪＲ広島病院小野　栄治 平28. 4. 1一般 病院
     (01,3651,9) 広島市東区二葉の里三丁目１番３常　勤:   58　理事長　小野　栄治 組織変更     一般   275現存
     ６号 (医      47) 平28. 4. 1内   他   呼内
     (薬      11) 外   整外 リハ
     非常勤:   31 小   皮   産婦
     (医      25) ひ   眼   耳い
     (歯       6) 放   麻   歯外
     精   病理 リウ
     循内、消内、人
     工透析外科、緩
     和ケア内科、消
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52901,2480,8 中野東クリニック 〒739-0321 082-893-3700岡本　與平 岡本　與平 平28. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市安芸区中野５丁目１７番１常　勤:    1 交代 現存
     ５号浜野ビル１階１０１号室 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53001,2481,6 医療法人社団　金谷医〒732-0029 082-899-8000医療法人社団金谷医院金谷　雄生 平28. 4. 1内   呼内 他  診療所
     院 広島市東区福田１丁目７２４－１常　勤:    1　理事長　金谷　雄生 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53101,2482,4 リウマチ内科銀山町ク〒730-0016 082-228-6661医療法人社団ヤマナ会山名　征三 平28. 5. 1内   リウ 診療所
     リニック 広島市中区幟町１３－４広島マツ常　勤:    1　理事長　山名　二郎 移転 現存
     ダビル５階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53201,2483,2 だんばら耳鼻咽喉科ク〒732-0814 082-263-4133岡本　よし恵 岡本　よし恵 平28.10. 1耳い 診療所
     リニック 広島市南区段原南１丁目３－５３常　勤:    1 新規 現存
     広島イーストビル１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53301,2484,0 千田内科クリニック 〒730-0052 082-545-8080医療法人　千田内科ク中島　玲子 平28.10. 1内   他   診療所
     広島市中区千田町一丁目９番１号常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 糖尿病内科、脂現存
     (医       1)島　玲子 平28.10. 1質代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53401,2485,7 医療法人　もり小児科〒734-0005 082-251-1717医療法人　もり小児科森　美喜夫 平28.10. 1小   診療所
     広島市南区翠二丁目２７番３０号常　勤:    2　理事長　森　美喜夫 移転 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53501,2486,5 翠清会梶川病院 〒730-0053 082-249-6411医療法人　翠清会　理若林　伸一 平28.10. 1一般 病院
     広島市中区東千田町一丁目１番２常　勤:   12事長　若林　伸一 移転     一般   143現存
     ３号 (医      12) 平28.10. 1脳外 脳内 放  
     非常勤:    8 リハ 皮   呼内
     (医       8) 内   外   他  
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53601,2487,3 もりた心療内科クリニ〒730-0051 082-243-0038医療法人創樹会　理事森田　幸孝 平28.11. 1心内 精   神内診療所
     ック 広島市中区大手町二丁目１番４号常　勤:    1長　森田　幸孝 組織変更 内   リハ 現存
     広島本通マークビル５階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53701,2488,1 女医によるファミリー〒732-0822 082-262-5252大井　美恵子 大井　美恵子 平28.12. 1小   内   皮  診療所
     クリニック 広島市南区松原町５－１ビックフ常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ロントひろしまタワービル４階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53801,2489,9 ＩＶＦクリニックひろ〒732-0822 082-264-1131滝口　修司 滝口　修司 平29. 1.23産婦 ひ   診療所
     しま 広島市南区松原町５番１号ＢＩＧ常　勤:    1 新規 現存
     　ＦＲＯＮＴひろしま　４Ｆ (医       1) 平29. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53901,2491,5 ひろしま脳神経内科ク〒732-0822 082-568-0241田路　浩正 田路　浩正 平29. 1. 1脳内 脳外 内  診療所
     リニック 広島市南区松原町５番１号ビッグ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     フロントひろしま４階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54001,2492,3 広島野村眼科 〒732-0822 082-264-1117医療法人広神会　理事柳　昌秀 平29. 2. 1眼   診療所
     広島市南区松原町３－１－２０２常　勤:    1長　野村　征敬 新規 現存
     号ＥＫＩＣＩＴＹ　ＨＩＲＯＳＨ(医       1) 平29. 2. 1
     ＩＭＡ 非常勤:   14
     (医      14)
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  54101,2493,1 ビッグフロント広島内〒732-0822 082-569-1181能島　大輔 能島　大輔 平29. 2. 1内   呼内 アレ診療所
     科呼吸器クリニック 広島市南区松原町５－１ビッグフ常　勤:    1 新規 他   現存
     ロントひろしまタワービル４階 (医       1) 平29. 2. 1感染症内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54201,2495,6 平松整形外科 〒730-0016 082-211-3377医療法人社団　のぼり平松　伸夫 平29. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     広島市中区幟町１３番４号広島マ常　勤:    1会　理事長　平松　伸 組織変更 現存
     ツダビルＢ１Ｆ (医       1)夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54301,2496,4 三上内科医院 〒732-0822 082-263-1745三上　裕一郎 三上　裕一郎 平29. 2. 1内   他   小  診療所
     広島市南区松原町３－１ＥＫＩＣ常　勤:    1 移転 他２件：胃腸内現存
     ＩＴＹ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　２(医       1) 平29. 2. 1科・循環器内科
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54401,2497,2 ほーむけあクリニック〒730-0048 082-546-0143医療法人　ほーむけあ横林　賢一 平29. 2. 1一般 診療所
     広島市中区竹屋町８番８号 常　勤:    3　理事長　小西　太 移転     一般    12現存
     (医       3) 平29. 2. 1内   小   皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54501,2498,0 高杉クリニック 〒732-0822 082-261-3556医療法人　高杉クリニ高杉　純好 平29. 2. 6外   整外 他  診療所
     広島市南区松原町３番１－２０６常　勤:    1ック　理事長　高杉　 移転 他：胃腸内科、現存
     号 (医       1)純好 平29. 2. 6肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54601,2499,8 津田内科小児科医院 〒730-0046 082-241-1372津田　雅敏 津田　雅敏 平29. 4. 1内   小   放  診療所
     広島市中区昭和町１１－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54701,2500,3 ひらやま眼科 〒730-0001 082-228-8373平山　倫子 平山　倫子 平29. 4. 1眼   診療所
     広島市中区白島北町３－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54801,2501,1 伊達医院 〒732-0033 082-289-0529医療法人　山紫会　理伊達　幸生 平29. 4. 1内   他   外  診療所
     広島市東区温品七丁目１２番２６常　勤:    2事長　伊達　幸生 組織変更 リハ 現存
     号 (医       2) 平29. 4. 1他１件　胃腸内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54901,2502,9 広島ハートクリニック〒732-0822 082-567-3866医療法人ハート　理事向田　哲規 平29. 4. 3ひ   産   婦  診療所
     広島市南区松原町３番１－３０１常　勤:    1長　向田　哲規 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
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  55001,2503,7 おちあい循環器内科ク〒732-0033 082-289-6677医療法人社団郁雅会　落合　浩之 平29. 5. 1他   内   心内診療所
     リニック 広島市東区温品四丁目６番２２号常　勤:    1理事長　落合　浩之 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55101,2504,5 佐々木外科整形外科医〒732-0824 082-262-1221佐々木　和明 佐々木　和明 平29. 6. 1外   整外 リハ診療所
     院 広島市南区的場町二丁目３番９号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55201,2505,2 小児科／アレルギー科〒730-0044 082-207-3888菅井　和子 菅井　和子 平29. 7. 1小   アレ 診療所
     　すがいこどもクリニ広島市中区宝町２－１フジグラン常　勤:    1 新規 現存
     ック 広島４Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55301,2506,0 広島プルミエクリニッ〒730-0035 082-569-8800医療法人プルミエ会　中森　大記 平29. 9.10皮   美外 他  診療所
     ク 広島市中区本通７番２９号アイビ常　勤:    2理事長　中森　大記 移転 形外 現存
     ービル４階 (医       2) 平29. 9.10他：美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55401,2507,8 三原皮ふ科アレルギー〒732-0023 082-289-5050医療法人　三原皮ふ科三原　祥嗣 平29.10. 1皮   アレ 診療所
     科 広島市東区中山東二丁目２番１－常　勤:    1アレルギー科　理事長 組織変更 現存
     ２号 (医       1)　三原　祥嗣 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55501,2508,6 広島精神分析医療クリ〒730-0037 082-545-1070衣笠　隆幸 衣笠　隆幸 平29.12. 1精   心内 診療所
     ニック 広島市中区中町１－３ダイヤ並木常　勤:    1 新規 現存
     ビル６階 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55601,2509,4 たではらクリニック 〒734-0004 082-250-5220蓼原　太 蓼原　太 平29.12.13他   内   診療所
     広島市南区宇品神田１丁目２番１常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     ６号３Ｆ (医       1) 平29.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55701,2510,2 水入クリニック 〒732-0062 082-962-0216医療法人水入クリニッ水入　寛純 平29.11. 1内   外   他  診療所
     広島市東区牛田早稲田一丁目２３常　勤:    1ク　理事長　水入　寛 組織変更 他：胃腸内科、現存
     番８号 (医       1)純 平29.11. 1肛門外科、内分
     泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55801,2511,0 レチナクリニック　横〒730-0053 082-242-6123横山　光伸 横山　光伸 平30. 1.15眼   診療所
     山眼科 広島市中区東千田町１丁目１－５常　勤:    1 新規 現存
     ３ｈｉｔｏｔｏナレッジスクエア(医       1) 平30. 1.15
     １Ｆ
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  55901,2512,8 広島静脈瘤クリニック〒730-0017 082-511-3123医療法人プルミエ会　中森　大記 平30. 1.24他   形外 診療所
     広島市中区鉄砲町１０番１８号２常　勤:    1理事長　中森　大記 新規 他：血管外科 現存
     Ｆ (医       1) 平30. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56001,2513,6 よしたに眼科 〒734-0004 082-250-5555芳谷　重記 芳谷　重記 平30. 2. 9眼   診療所
     広島市南区宇品神田１丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６　４Ｆ (医       1) 平30. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56101,2514,4 森泌尿器科皮フ科クリ〒734-0004 082-254-2120医療法人エムアイ　理森　浩一 平30. 2. 1ひ   皮   診療所
     ニック 広島市南区宇品神田一丁目２番１常　勤:    1事長　森　浩一 組織変更 現存
     ６号ペガサスメディカル宇品２階(医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56201,2515,1 新本クリニック整形外〒732-0066 082-502-8008新本　卓也 新本　卓也 平30. 4. 1整外 リハ 診療所
     科 広島市東区牛田本町６丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ７うしたみらいビル５Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56301,2516,9 やまもと内科クリニッ〒732-0066 082-502-8107山本　隆一 山本　隆一 平30. 4. 1内   他   診療所
     ク 広島市東区牛田本町６丁目１－２常　勤:    1 新規 他２：消化器内現存
     ７うしたみらいビル５Ｆ (医       1) 平30. 4. 1科、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56401,2517,7 井門ゆかり脳神経内科〒732-0066 082-511-2388井門　ゆかり 井門　ゆかり 平30. 4. 1脳内 内   診療所
     クリニック 広島市東区牛田本町６丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ７　５Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56501,2518,5 まつやま眼科 〒732-0818 082-510-5533松山　茂生 松山　茂生 平30. 4. 7眼   診療所
     広島市南区段原日出１丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １３段原スクエア２Ｆ (医       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56601,2519,3 甲斐内科・漢方内科ク〒730-0051 082-545-7377甲斐　広久 甲斐　広久 平30. 4. 1内   他   診療所
     リニック 広島市中区大手町２丁目７－２ウ常　勤:    1 新規 他２：漢方内科現存
     エノヤビル大手町５Ｆ (医       1) 平30. 4. 1、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56701,2520,1 なかの皮ふ科ひ尿器科〒730-0052 082-243-8181医療法人社団たひとく中野　博行 平30. 4. 1皮   ひ   診療所
     広島市中区千田町一丁目３番３号常　勤:    2会　理事長　中野　博 組織変更 現存
     (医       2)行 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56801,2521,9 おやまクリニック　リ〒730-0001 082-511-3535医療法人社団　小菅会小山　徹 平30. 4. 1リウ 内   診療所
     ウマチ科・内科 広島市中区白島北町１０番１０号常　勤:    2　理事長　小山　徹 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56901,2522,7 すみい内科クリニック〒730-0011 082-223-7877隅井　雅晴 隅井　雅晴 平30. 5. 1内   他   診療所
     広島市中区基町１２－８宝ビル１常　勤:    1 新規 他２：消化器内現存
     ０１ (医       1) 平30. 5. 1科、内視鏡内科
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  57001,2523,5 山村眼科 〒732-0053 082-262-1211医療法人社団瞭美会山山村　基成 平30. 4. 1眼   診療所
     広島市東区若草町２０番７－１号常　勤:    1村眼科　理事長　山村 組織変更 現存
     (医       1)　基成 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57101,2524,3 やまぐち内科クリニッ〒734-0005 082-250-2222山口　敏紀 山口　敏紀 平30. 5. 1内   他   診療所
     ク 広島市南区翠１－３－１０ 常　勤:    1 新規 他２：消化器内現存
     (医       1) 平30. 5. 1科、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57201,2525,0 医療法人社団秋月会　〒730-0029 082-546-2555医療法人社団秋月会　香月　孝史 平30. 5.14一般 診療所
     ダブルリボン　香月産広島市中区三川町７番１号 常　勤:    2理事長　香月　孝史 新規     一般    16現存
     婦人科 (医       2) 平30. 5.14産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57301,2526,8 医療法人社団なんぶ甲〒730-0051 082-545-0054医療法人社団　愛心会楠部　潤子 平30. 6. 1他   外   診療所
     状腺クリニック 広島市中区大手町一丁目１番２０常　勤:    1　理事長　楠部　滋 新規 他２：内分泌外現存
     号 (医       1) 平30. 6. 1科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57402,1008,6 国家公務員共済組合連〒730-0802 082-292-1271国家公務員共済組合連宮本　勝也 昭32.10. 1一般       200病院
     合会　広島記念病院 広島市中区本川町１丁目４－３ 常　勤:   28合会　理事長　松元　 新規 内   他   外  現存
     (医      28)崇 平29.10. 1小   婦   耳い
     非常勤:   14 皮   ひ   眼  
     (医      14) 放   麻   アレ
     リハ 
     他１３件消化器
     内科、内視鏡内
     科、胃腸内科、
     肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57502,1010,2 医療法人社団玉章会　〒733-0852 082-277-2101医療法人社団　玉章会小野　広一 平 9. 1. 1療養       146病院
     力田病院 広島市西区鈴が峰町１４－２０ 常　勤:    5　理事長　中本　恭代 組織変更 内   呼   他  療養病床
     (医       4) 平30. 1. 1胃   整外 リハ現存
     (薬       1) 循環器内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57602,1019,3 医療法人社団　藤田医〒730-0833 082-231-1661医療法人社団　藤田医藤田　幹雄 平 2. 6. 1内   呼   胃  診療所
     院 広島市中区江波本町５－１８ 常　勤:    2院　理事長　藤田　幹 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       2)雄 平29. 6. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57702,1041,7 医療法人　中川産科婦〒730-0802 082-231-2832医療法人　中川産科婦中川　仁志 平15. 6. 1一般        16診療所
     人科医院 広島市中区本川町２丁目１－１６常　勤:    2人科医院　理事長　中 移転 産   婦   麻  現存
     (医       2)川　仁志 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  57802,1045,8 医療法人社団　光仁会〒733-0022 082-231-1131医療法人社団　光仁会末丸　直子 昭58. 4. 1一般        49病院
     　梶川病院 広島市西区天満町８－７ 常　勤:    4　理事長　梶川　恵美 組織変更 療養        40療養病床
     (医       4)子 平28. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   22 ひ   リハ 放  
     (医      22) 胃   循   こう
     神内 他   
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57902,1048,2 児玉医院 〒731-0138 082-875-1515児玉　諭 児玉　諭 平 6. 3.21内   小   診療所
     広島市安佐南区祇園４丁目５０－常　勤:    1 交代 現存
     ２４ (医       1) 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58002,1052,4 医療法人社団　正岡病〒730-0852 082-291-3366医療法人社団　正岡病正岡　亨 平14. 3. 1一般        34病院
     院 広島市中区猫屋町４－６ 常　勤:    4院　理事長　正岡　博 組織変更 小   産   婦  現存
     (医       4) 平26. 3. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58102,1060,7 酒井内科医院 〒730-0805 082-231-0663酒井　克彦 酒井　克彦 平14.12. 1内   循   診療所
     広島市中区十日市町２丁目４－６常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58202,1071,4 医療法人　西冨皮膚科〒733-0865 082-277-3029医療法人　西冨皮膚科木村　勇 平元.10. 1皮   診療所
     医院 広島市西区草津本町１－１４ 常　勤:    1医院　理事長　木村　 組織変更 現存
     (医       1)勇 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58302,1074,8 医療法人社団　更生会〒733-0864 082-277-1001医療法人社団　更生会佐藤　悟朗 昭32.10.16精神       429病院
     　草津病院 広島市西区草津梅が台１０－１ 常　勤:   22　理事長　佐藤　悟朗 交代 内   心内 神内療養病床
     (医      22) 平29.10.16精   現存
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58402,1083,9 宮脇耳鼻咽喉科医院 〒733-0011 082-231-3194宮脇　修二 宮脇　修二 平13. 1. 1耳い アレ 診療所
     広島市西区横川町３－１０－１９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58502,1086,2 澄川内科医院 〒733-0011 082-231-1398澄川　敦 澄川　敦 昭55. 3.22内   神   呼  診療所
     広島市西区横川町２丁目１０－２常　勤:    1 交代 消   循   現存
     ３ (医       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58602,1089,6 もりお内科 〒730-0845 082-234-2525盛生　宏一 盛生　宏一 平元. 5. 1内   胃   循  診療所
     広島市中区舟入川口町６－８ 常　勤:    1 交代 リハ 放   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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  58702,1096,1 医療法人社団　晴風会〒733-0036 082-293-3215医療法人社団　晴風会井上　寛己 平元. 9. 1内   消   診療所
     　井上内科・胃腸科 広島市西区観音新町２－３－９ 常　勤:    1　井上内科・胃腸科　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　井上　寛己 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58802,1118,3 医療法人社団　曙会　〒730-0841 082-294-5151医療法人社団　曙会　岩田　尚士 昭55. 5. 1一般       116病院
     シムラ病院 広島市中区舟入町３－１３ 常　勤:   11理事長　種村　一磨 組織変更 外   整外 脳外現存
     (医      11) 平28. 5. 1内   他   麻  
     非常勤:   32 放   リハ 
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58902,1121,7 新田小児科医院 〒733-0011 082-231-7901新田　康郎 新田　康郎 平 4.12. 1小   内   診療所
     広島市西区横川町３－９－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59002,1122,5 医療法人　細川医院 〒733-0822 082-271-1470医療法人　細川医院　細川　哲哉 平 6. 3. 1内   外   診療所
     広島市西区庚午中３－１－１６ 常　勤:    1理事長　細川　哲哉 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59102,1123,3 医療法人社団　稲垣内〒733-0033 082-292-3506医療法人社団稲垣内科高石　雅敏 平12. 4. 1内   呼内 他  診療所
     科 広島市西区観音本町１丁目２２－常　勤:    1　理事長　稲垣　万由 組織変更 アレ 現存
     ２６ (医       1)美 平30. 4. 1消化器内科、循
     非常勤:    2 環器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59202,1128,2 川瀬医院 〒733-0035 082-231-0008川瀬　清 川瀬　清 平16. 1. 1内   循   診療所
     広島市西区南観音２丁目５－１４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59302,1130,8 松尾産婦人科内科医院〒733-0003 082-237-1506松尾　光将 松尾　光将 平14. 4.22一般         4診療所
     広島市西区三篠町１丁目５－７ 常　勤:    1 交代 産婦 内   ひ  療養病床
     (医       1) 平26. 4.22皮   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59402,1133,2 原田内科医院 〒730-0853 082-231-5577医療法人　原田会　理原田　宏 平12.12. 1内   診療所
     広島市中区堺町２丁目６－２２ 常　勤:    2事長　原田　宏 移転 現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59502,1137,3 医療法人社団　幸昌会〒733-0031 082-231-8383医療法人社団　幸昌会卜部　幸子 平 2. 6. 1内   他   放  診療所
     　ウラベ医院 広島市西区観音町６－２ 常　勤:    1　ウラベ医院　理事長 組織変更 呼内 現存
     (医       1)　卜部　幸子 平29. 6. 1他３：消化器内
     科、胃腸内科、
     循環器内科
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  59602,1142,3 山代眼科医院 〒730-0843 082-231-5989医療法人　山代眼科医山代　浩人 平 2. 6. 1一般         3診療所
     広島市中区舟入本町７－１５ 常　勤:    2院　山代　浩人 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59702,1143,1 河野産婦人科医院 〒733-0822 082-271-4463河野　宏佳 河野　宏佳 昭36. 4. 1内   小   産  診療所
     広島市西区庚午中２－１－３ 常　勤:    1 新規 婦   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59802,1144,9 医療法人社団　杏林会〒733-0823 082-271-1831医療法人社団　杏林会伊藤　孝 平10. 8. 1内   他   外  診療所
     　いとうクリニック 広島市西区庚午南１丁目３５－１常　勤:    1　理事長　伊藤　孝 移転 小   リハ 現存
     ３ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59902,1149,8 医療法人社団　成仁会〒733-0033 082-292-3791医療法人社団　成仁会川本　一成 平元. 8. 1整外 診療所
     　中高下整形外科医院広島市西区観音本町２－１３－２常　勤:    1　理事長　川本　一成 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60002,1156,3 医療法人　篠原医院 〒733-0842 082-278-0393医療法人　篠原医院　篠原　弘一 平元. 4. 1内   胃   循  診療所
     広島市西区井口３丁目６－３５ 常　勤:    1理事長　篠原　弘一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60102,1158,9 医療法人　隅田耳鼻咽〒733-0812 082-272-5252医療法人　隅田耳鼻咽隅田　伸二 平17. 4. 1耳い 診療所
     喉科医院 広島市西区己斐本町３丁目１－３常　勤:    2喉科医院　理事長　隅 組織変更 現存
     (医       2)田　伸二 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60202,1160,5 医療法人社団　妹尾内〒730-0805 082-231-3873医療法人社団　妹尾内亀井　文恵 平10. 5. 1内   呼   消  診療所
     科 広島市中区十日市町１－４－２５常　勤:    2科　理事長　亀井　文 組織変更 循   放   神内現存
     (医       2)恵 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60302,1164,7 吉田医院 〒730-0834 082-232-0022吉田　明浩 吉田　明浩 平16. 7. 1内   診療所
     広島市中区江波二本松１丁目１３常　勤:    1 移転 現存
     －２０ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60402,1167,0 医療法人社団　普照小〒733-0861 082-271-1711医療法人社団　普照小野川　正則 平 9.12. 1外   診療所
     川医院 広島市西区草津東１丁目１２－１常　勤:    1川医院　理事長　野川 移転 現存
     (医       1)　正則 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60502,1170,4 医療法人　千寿会　平〒733-0035 082-293-2700医療法人　千寿会　平平林　一郎 平 6. 4. 1内   胃   循  診療所
     林内科医院 広島市西区南観音６－１－６ 常　勤:    1林内科医院　理事長　 移転 小   現存
     (医       1)平林　一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60602,1175,3 医療法人　網岡内科医〒733-0861 082-271-4398医療法人　網岡内科医網岡　徹 平 8. 3. 1内   消   放  診療所
     院 広島市西区草津東１－７－２０ 常　勤:    1院　理事長　網岡　徹 移転 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60702,1177,9 岡田眼科医院 〒730-0834 082-232-0600医療法人　岡田眼科医岡田　克樹 平元. 8. 1眼   診療所
     広島市中区江波二本松１丁目１５常　勤:    1院　理事長　岡田　克 組織変更 現存
     －３ (医       1)樹 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60802,1181,1 医療法人社団　梶谷整〒730-0847 082-231-1212医療法人社団　梶谷整梶谷　典正 平元. 8. 1整外 外   リウ診療所
     形外科 広島市中区舟入南４－１４－１０常　勤:    2形外科　理事長　梶谷 組織変更 リハ 現存
     (医       2)　祐三 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60902,1184,5 医療法人　津田耳鼻咽〒730-0843 082-232-5595医療法人　津田耳鼻咽津田　哲也 平元. 7. 1耳い 診療所
     喉科医院 広島市中区舟入本町１２－７ 常　勤:    1喉科医院　理事長　津 組織変更 現存
     (医       1)田　哲也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61002,1186,0 山崎内科クリニック 〒733-0003 082-230-5555医療法人社団　さくら山﨑　聡 平12. 4. 1循   胃   呼  診療所
     広島市西区三篠町２丁目４－２８常　勤:    1会　理事長　山﨑　聡 移転 小   放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61102,1189,4 医療法人　谷本内科ク〒730-0847 082-291-2525医療法人　谷本内科ク谷本　至 平 7. 5. 1内   他   放  診療所
     リニック 広島市中区舟入南５－６－１４ 常　勤:    1リニック　理事長　谷 移転 現存
     (医       1)本　至 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61202,1190,2 医療法人社団　山下内〒730-0846 082-231-5501医療法人社団　山下内山下　誠司 平元.10. 1内   他   呼内診療所
     科医院 広島市中区西川口町１２－７ 常　勤:    1科医院　理事長　山下 組織変更 放   小   現存
     (医       1)　誠司 平28.10. 1糖尿病内科、消
     化器内科、循環
     器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61302,1201,7 藤浪医院 〒733-0863 082-278-1800藤浪　一宏 藤浪　一宏 平 3. 7. 1消胃 内   神  診療所
     広島市西区草津南２丁目６－７ 常　勤:    2 交代 神内 呼   循  現存
     (医       2) 平30. 7. 1外   整外 こう
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61402,1210,8 ハラダ内科医院 〒730-0855 082-231-1190原田　ユキ 原田　ユキ 昭49. 5. 1内   診療所
     広島市中区小網町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 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

［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    69 頁

  61502,1214,0 太田外科胃腸科放射線〒730-0847 082-231-8338太田　辰 太田　辰 平16.12. 9外   胃   放  診療所
     科医院 広島市中区舟入南４丁目３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61602,1221,5 福永外科医院 〒733-0822 082-271-6863福永　獻 福永　獻 昭42.12. 1外   消胃 整外診療所
     広島市西区庚午中３丁目１２－１常　勤:    1 新規 脳外 放   現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61702,1222,3 小野内科循環器科医院〒733-0012 082-231-8585小野　誠治 小野　誠治 平11. 5. 1内   循   小  診療所
     広島市西区中広町２丁目２８－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61802,1225,6 岡東耳鼻咽喉科医院 〒733-0022 082-232-5514岡東　周一郎 岡東　周一郎 平 5. 9. 1耳   い   診療所
     広島市西区天満町７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61902,1235,5 沢崎産婦人科医院 〒730-0832 082-232-8777沢崎　衛 沢崎　衛 昭44. 4. 1一般        19診療所
     広島市中区江波東１－１２－３６常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62002,1237,1 藤村内科循環器科医院〒730-0856 082-292-0121藤村　直一郎 藤村　直一郎 平20. 8.11内   他   診療所
     広島市中区河原町１２－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62102,1238,9 中国新聞健康保険組合〒730-0854 082-236-2418中国新聞健康保険組合水津　純江 昭44.10. 1内   診療所
     診療所 広島市中区土橋町７－１ 常　勤:    1　理事長　井上　浩一 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62202,1239,7 前川整形外科 〒733-0034 082-233-2002前川　豊 前川　豊 昭56. 4. 1整外 診療所
     広島市西区南観音町１８－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62302,1241,3 石橋内科医院 〒733-0843 082-277-8500石橋　信三 石橋　信三 平12. 1. 1内   呼   循  診療所
     広島市西区井口鈴が台１－４－６常　勤:    1 交代 小   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62402,1242,1 正木内科胃腸科医院 〒733-0821 082-273-2511正木　英生 正木　英生 昭51. 9.24一般        12診療所
     広島市西区庚午北２丁目９－２８常　勤:    1 移転 内   呼   消  現存
     (医       1) 平24. 9.24循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62502,1243,9 林クリニック 〒730-0847 082-291-4555林　克実 林　克実 平18. 1. 1一般         9診療所
     広島市中区舟入南１丁目１０－１常　勤:    1 交代 外   内   他  現存
     ３ (医       1) 平30. 1. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62602,1244,7 いのうえ内科脳神経ク〒730-0845 082-233-0747医療法人　いのうえ内井上　健 平 4. 2. 1内   神内 アレ診療所
     リニック 広島市中区舟入川口町５－７ 常　勤:    1科脳神経クリニック　 組織変更 他   現存
     (医       1)理事長　井上　健 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62702,1247,0 中村内科小児科医院 〒730-0847 082-231-5500中村　良彦 中村　良彦 平元. 2. 1内   小   診療所
     広島市中区舟入南３丁目１３－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62802,1249,6 医療法人社団　秋月会〒733-0812 082-272-5588医療法人社団　秋月会香月　孝史 平19. 4. 1一般        16診療所
     　香月産婦人科 広島市西区己斐本町２－１４－２常　勤:    2　理事長　香月　孝史 組織変更 産婦 小   現存
     ４ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62902,1251,2 大中医院 〒731-3271 082-839-2016大中　稔文 大中　稔文 平 5. 7.18内   小   診療所
     広島市安佐南区沼田町阿戸２８１常　勤:    1 交代 現存
     １－１ (医       1) 平29. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63002,1271,0 医療法人社団　仁和会〒731-0221 082-814-3151医療法人社団　仁和会真島　宏海 昭49. 5. 1精神       396病院
     　児玉病院 広島市安佐北区可部７－１４－３常　勤:    7　理事長　児玉　裕志 組織変更 精   心内 現存
     ９ (医       7) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63102,1272,8 松原医院 〒731-0211 082-818-6363松原　秀樹 松原　秀樹 平16.10. 1内   消   診療所
     広島市安佐北区三入３丁目１６－常　勤:    1 移転 現存
     ２２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63202,1281,9 白石眼科 〒731-0221 082-812-2325医療法人社団　敬正会白石　千枝子 平 5. 3. 1一般         5診療所
     広島市安佐北区可部３丁目２１－常　勤:    2　白石医院　理事長　 移転 眼   内   現存
     ２０ (医       2)白石　正治 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63302,1282,7 医療法人　吉川医院 〒731-0201 082-818-2501医療法人　吉川医院　吉川　正哉 平元.10. 1内   消胃 放  診療所
     広島市安佐北区大林１－２１－３常　勤:    1理事長　吉川　正哉 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63402,1284,3 窪医院 〒731-0232 082-812-2588窪　弘之 窪　弘之 平 7. 4. 1内   胃   リハ診療所
     広島市安佐北区亀山南５－７－２常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63502,1285,0 土井クリニック 〒731-0221 082-814-3211医療法人社団　土居会平田　滋 平 6. 1. 1外   内   整外診療所
     広島市安佐北区可部２－４０－２常　勤:    2　理事長　平田　滋 組織変更 小   現存
     ２ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63602,1286,8 医療法人社団　河野医〒731-0211 082-818-5110医療法人社団　河野医河野　康之 平元.10. 1内   小   他  診療所
     院 広島市安佐北区三入６－２１－１常　勤:    2院　理事長　河野　康 組織変更 現存
     ６ (医       2)之 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63702,1287,6 医療法人　竹田眼科医〒731-0221 082-812-3233医療法人　竹田眼科医竹田　欣史 平14. 4. 1眼   診療所
     院 広島市安佐北区可部５丁目１１－常　勤:    2院　理事長　竹田　欣 移転 現存
     ２３ (医       2)史 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63802,1288,4 医療法人　敬愛会　沖〒731-0221 082-812-3245医療法人　敬愛会　理増岡　俊治 平16. 4. 1内   循   小  診療所
     野医院 広島市安佐北区可部６丁目５－９常　勤:    1事長　増岡　俊治 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63902,1294,2 川本内科呼吸器内科ク〒733-0032 082-292-3669医療法人社団　芸朋会川本　仁 平元. 5. 1内   呼   診療所
     リニック 広島市西区東観音町５－６ 常　勤:    1　理事長　川本　仁 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64002,1300,7 堀江医院 〒731-0138 082-874-0071堀江　正憲 堀江　正憲 昭57. 9.14一般         5診療所
     広島市安佐南区祇園２丁目２２－常　勤:    1 交代 内   呼   消  現存
     ２８ (医       1) 平24. 9.14循   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64102,1303,1 医療法人　近藤小児科〒731-0137 082-874-0139医療法人　近藤小児科近藤　治康 平元.11. 1小   内   診療所
     内科医院 広島市安佐南区山本１－１９－３常　勤:    1内科医院　理事長　近 組織変更 現存
     ６ (医       1)藤　治康 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64202,1306,4 津田医院 〒731-0135 082-874-0236津田　佳織 津田　佳織 平 9. 6. 1耳   い   診療所
     広島市安佐南区長束３－１０－３常　勤:    2 交代 現存
     １ (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64302,1307,2 沼田小児科医院 〒731-0138 082-874-0237沼田　丈治 沼田　丈治 昭34. 8. 1小   診療所
     広島市安佐南区祇園１－３２－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64402,1310,6 頼島産婦人科病院 〒731-0113 082-874-0523医療法人社団　昭信会頼島　信 平11. 7. 1一般        35病院
     広島市安佐南区西原５丁目１１－常　勤:    4　理事長　頼島　信 組織変更 産   婦   小  現存
     １８ (医       4) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
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  64502,1312,2 医療法人社団　田中医〒731-0135 082-239-2050医療法人社団　田中医田中　英司 平15.10. 1内   小   胃  診療所
     院 広島市安佐南区長束５丁目３２－常　勤:    2院　理事長　田中　英 移転 循   放   現存
     ２－２ (医       2)司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64602,1321,3 山口整形外科病院 〒731-0138 082-874-6688山口　敏美 山口　敏美 昭47.10. 1一般        48病院
     広島市安佐南区祇園２－１３－２常　勤:    3 その他 整外 リハ リウ現存
     ０ (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64702,1323,9 ヒノ井外科医院 〒731-0138 082-874-6611医療法人　ヒノ井医院檜井　俊英 平11.10. 1一般         7診療所
     広島市安佐南区祇園１丁目２５－常　勤:    1　理事長　檜井　俊英 組織変更 療養        12現存
     ８ (医       1) 平29.10. 1外   胃   整外
     非常勤:    1 内   脳外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64802,1325,4 医療法人社団　鈴峰今〒733-0842 082-277-1223医療法人社団　鈴峰今河村　慎吾 平 9. 9. 1内   呼   消  診療所
     中医院 広島市西区井口４丁目２－３１ 常　勤:    2中医院　理事長　河村 組織変更 循   小   産  現存
     (医       2)　慎吾 平24. 9. 1婦   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64902,1328,8 医療法人社団　向井眼〒731-0138 082-874-6633医療法人社団　向井眼向井　聖 平元. 9. 1眼   診療所
     科 広島市安佐南区祇園２－４１－１常　勤:    1科　向井　聖 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65002,1332,0 はしもと内科・胃腸科〒739-1751 082-842-0016橋本　成史 橋本　成史 平元. 4. 1内   消   ひ  診療所
     ・泌尿器科 広島市安佐北区深川５－２３－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65102,1333,8 高陽中央病院 〒739-1731 082-842-0002医療法人社団　加藤会加藤　誓 平 7.12. 1療養        55病院
     広島市安佐北区落合５丁目１－１常　勤:    3　理事長　加藤　誓 組織変更 内   循   消  療養病床
     ０ (医       3) 平28.12. 1整外 リハ 眼  現存
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65202,1339,5 平野内科医院 〒739-1733 082-842-0106平野　和博 平野　和博 昭60. 1. 1内   循   小  診療所
     広島市安佐北区口田南７－１２－常　勤:    1 交代 現存
     ３１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65302,1342,9 医療法人　社団追風会〒731-0154 082-878-8105医療法人　社団追風会大本　崇 平16. 3. 1内   胃   麻  診療所
     　大本内科医院 広島市安佐南区上安２丁目４－３常　勤:    1　大本内科医院　理事 移転 小   現存
     ６ (医       1)長　大本　崇 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       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

［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    73 頁

  65402,1343,7 医療法人社団　恵愛会〒731-0101 082-873-2022医療法人社団　恵愛会檜山　俊夫 昭55. 4. 1精神       390病院
     (02,3151,8) 　安佐病院 広島市安佐南区八木５－１５－１常　勤:    8　理事長　檜山　俊夫 交代 精   心内 歯  現存
     (医       8) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (医      13)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65502,1346,0 桑原医院 〒731-0101 082-873-2516医療法人　唐淵会　理桑原　正彦 平13.10. 1小   内   診療所
     広島市安佐南区八木２丁目１３－常　勤:    2事長　桑原　正彦 組織変更 現存
     ２７ (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65602,1353,6 おかもとクリニック 〒731-0141 082-878-8096医療法人社団　渓流会岡本　英樹 平 6. 5. 1一般         5診療所
     広島市安佐南区相田１－１０－１常　勤:    1　理事長　岡本　英樹 組織変更 療養        14現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1外   内   リハ
     皮   ひ   整外
     他   
     他－消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65702,1357,7 西医院 〒731-0124 082-877-1110西　浩子 西　浩子 平14. 1. 1内   診療所
     広島市安佐南区大町東１－２－２常　勤:    2 交代 現存
     ４ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65802,1359,3 医療法人　社団　三矢〒731-0102 082-877-7581医療法人　社団　三矢原田　昌彦 平元. 7. 1内   小   整外診療所
     会　原田医院 広島市安佐南区川内４丁目１５－常　勤:    3会　原田医院　理事長 組織変更 リハ アレ 現存
     １８ (医       3)　原田　昌彦 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65902,1366,8 医療法人社団　加川整〒733-0874 082-271-5127医療法人社団　加川整山﨑　健 平17.10. 1一般        30病院
     形外科病院 広島市西区古江西町２２－１０ 常　勤:    3形外科病院　理事長　 組織変更 整外 内   リハ療養病床
     (医       3)山﨑　健 平29.10. 1麻   現存
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66002,1368,4 医療法人社団　匡医　〒730-0851 082-292-8381医療法人社団　匡医　武井　史朗 平 8. 1. 1精   心内 内  診療所
     木村神経科内科クリニ広島市中区榎町３－１ 常　勤:    1理事長　武井　史朗 組織変更 リハ 神   神内現存
     ック (医       1) 平29. 1. 1循   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66102,1370,0 広島中央保健生活協同〒733-0861 082-272-8665広島中央保健生活協同世戸　寛子 昭52.11.30内   診療所
     組合　草津診療所 広島市西区草津東１－１１－４３常　勤:    1組合　代表理事　理事 移転 現存
     (医       1)長　藤原　秀文 平28.11.30
     非常勤:   11
     (医      11)



 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

［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    74 頁

  66202,1373,4 広島医療生活協同組合〒731-0221 082-812-2048広島医療生活協同組合木山　茂 昭61. 6. 1内   診療所
     　津田診療所 広島市安佐北区可部２－１３－２常　勤:    1　理事長　青木　克明 移転 現存
     ２ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66302,1377,5 医療法人社団　日域医〒733-0812 082-272-1731医療法人社団　日域医日域　広昭 平 2.12. 1心内 精   診療所
     院 広島市西区己斐本町１－１４－１常　勤:    2院　理事長　日域　広 組織変更 現存
     ４ (医       2)昭 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66402,1379,1 藤井小児科医院 〒731-0144 082-878-6639藤井　和夫 藤井　和夫 昭50. 2. 1小   内   皮  診療所
     広島市安佐南区高取北３－１－４常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66502,1380,9 一般財団法人　広島県〒730-8631 082-232-4857一般財団法人　広島県武生　英一郎 平 7. 4. 1内   婦   診療所
     環境保健協会　健康ク広島市中区広瀬北町９－１ 常　勤:    7環境保健協会　理事長 組織変更 現存
     リニック (医       7)　佐藤　均 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66602,1383,3 堀川内科胃腸科消化器〒739-1751 082-842-7533堀川　和彦 堀川　和彦 平14. 5. 1内   消   診療所
     科 広島市安佐北区深川３丁目１１－常　勤:    1 交代 現存
     ２０ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66702,1391,6 粟屋内科医院 〒739-1731 082-842-4114粟屋　秀一 粟屋　秀一 昭51. 1. 1内   胃   放  診療所
     広島市安佐北区落合３－８－４３常　勤:    1 新規 現存
     －６ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66802,1393,2 医療法人社団　慈恵会〒733-0003 082-238-6111医療法人社団　慈恵会今田　哲二 平15. 4. 1一般        50病院
     　いまだ病院 広島市西区三篠町１丁目５－１ 常　勤:    5　理事長　今田　哲二 移転 外   整外 リハ現存
     (医       5) 平27. 4. 1他   麻   眼  
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66902,1398,1 くが産婦人科小児科医〒731-0223 082-815-2378空閑　茂登 空閑　茂登 昭51. 7. 1一般         5診療所
     院 広島市安佐北区可部南３丁目１５常　勤:    1 新規 小   産   婦  休止
     －１９ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67002,1400,5 長久堂野村病院 〒731-0223 082-815-2882医療法人　長久堂野村野村　真哉 平 2. 7. 1一般        40病院
     広島市安佐北区可部南４－１７－常　勤:    4病院　理事長　野村　 組織変更 療養        39療養病床
     ３０ (医       4)真哉 平29. 7. 1内   循   外  現存
     非常勤:    9 整外 リハ 麻  
     (医       9) 他   
     疼痛緩和内科・
     ペインクリニッ
     ク外科、胃内・
     胃外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67102,1404,7 平賀内科医院 〒731-3361 082-838-2626平賀　敬己 平賀　敬己 平 7. 5.16内   放   診療所
     広島市安佐北区あさひが丘２－１常　勤:    1 交代 現存
     －５ (医       1) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67202,1406,2 山下内科小児科医院 〒731-0136 082-237-3344医療法人社団　山下会山下　清章 平元. 8. 1内   小   診療所
     広島市安佐南区長束西１－１－４常　勤:    2　理事長　山下　清章 組織変更 現存
     ２ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67302,1408,8 医療法人社団　小林内〒733-0821 082-271-1250医療法人社団　小林内小林　邦彦 平 6. 2. 1内   胃   診療所
     科胃腸科医院 広島市西区庚午北２－１８－１２常　勤:    2科胃腸科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　小林　邦彦 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67402,1410,4 医療法人仁医会　井口〒731-0221 082-815-1777医療法人仁医会　井口井口　雅之 平19. 5. 7一般        19診療所
     医院 広島市安佐北区可部７丁目５－７常　勤:    4医院　理事長　井口　 移転 内   ひ   皮  現存
     (医       4)雅之 平25. 5. 7主たる診療科の
     非常勤:    2 変更
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67502,1412,0 医療法人社団　あと会〒739-1732 082-843-1212医療法人社団　あと会横山　吉宏 昭62.11. 1外   胃   整外診療所
     　横山外科胃腸科 広島市安佐北区落合南１－１１－常　勤:    2　理事長　横山　吉宏 組織変更 内   他   現存
     ２２ (医       2) 平29.11. 1他－呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67602,1413,8 松本内科胃腸科医院 〒731-0142 082-872-0515医療法人社団　へいわ松本　久雄 平元. 5. 1内   呼   消  診療所
     広島市安佐南区高取南１－９－３常　勤:    1会　理事長　松本　久 組織変更 循   放   現存
     ０ (医       1)雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67702,1417,9 医療法人社団　共愛会〒733-0815 082-272-2126医療法人社団　共愛会佐川　正治 昭55.12. 1精神       221病院
     　己斐ケ丘病院 広島市西区己斐上６丁目５５４－常　勤:    6　理事長　井上　武敏 組織変更 精   神   現存
     １ (医       6) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67802,1419,5 三好内科医院 〒733-0022 082-294-2277医療法人三好内科医院三好　秀征 平元. 9. 1内   他   診療所
     広島市西区天満町１７－１ 常　勤:    2　理事長　三好　秀征 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67902,1420,3 医療法人社団　村上整〒731-0123 082-877-6878医療法人社団　村上整村上　弓夫 平 4. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 広島市安佐南区古市１－３４－１常　勤:    2形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     ２ (医       2)村上　弓夫 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68002,1423,7 浅岡内科小児科医院 〒739-1741 082-843-5747浅岡　克司 浅岡　克司 昭53. 5. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区真亀３－３－１２常　勤:    1 新規 内   小   放  現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68102,1424,5 中村整形外科医院 〒731-0211 082-818-2122医療法人　中村会　理中村　安成 平 8. 4. 1整外 リハ 診療所
     広島市安佐北区三入１－６－１ 常　勤:    1事長　中村　安成 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68202,1426,0 医療法人　尚志会　古〒733-0873 082-273-1211医療法人　尚志会　理髙田　尚 平14.10. 1内   他   診療所
     江駅前内科 広島市西区古江新町３－７ 常　勤:    2事長　髙田　尚 組織変更 他－２件　消化現存
     (医       2) 平26.10. 1器内科、内視鏡
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68302,1427,8 内藤内科医院 〒733-0821 082-273-3888内藤　泰雄 内藤　泰雄 昭53. 8. 1内   呼   消  診療所
     広島市西区庚午北３－４－５ 常　勤:    1 新規 循   放   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68402,1434,4 兼山整形外科医院 〒733-0035 082-293-7878医療法人　西裕会　理兼山　敦 平 3. 9. 1整外 リハ 麻  診療所
     広島市西区南観音７丁目３－１８常　勤:    1事長　兼山　敦 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68502,1435,1 有 医院 〒733-0874 082-271-5426有 　英明 有 　英明 昭54. 3. 1内   小   診療所
     広島市西区古江西町７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68602,1436,9 医療法人社団　石田内〒733-0815 082-272-2121医療法人社団　石田内石田　實 平 7. 2. 1内   消   診療所
     科 広島市西区己斐上２丁目１１－３常　勤:    1科　理事長　石田　實 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68702,1437,7 医療法人社団さつき会〒731-0143 082-872-3311医療法人社団さつき会三上　洋三 平19. 4. 1一般        14診療所
     　三上整形外科医院 広島市安佐南区長楽寺１丁目８－常　勤:    2　理事長　三上　洋三 組織変更 整外 リハ 現存
     ９ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68802,1439,3 日比野病院 〒731-3164 082-848-2357医療法人　信愛会　理小林　益樹 平11.10. 1一般        51病院
     広島市安佐南区伴東７丁目９番２常　勤:    8事長　日比野　誠一郎 組織変更 療養        95療養病床
     号 (医       8) 平29.10. 1脳外 内   リハ現存
     非常勤:   25 循   神内 呼内
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68902,1442,7 福井内科医院 〒731-0143 082-872-4114医療法人社団　生仁会福井　信之 平10. 4. 1一般    診療所
     広島市安佐南区長楽寺２－１３－常　勤:    1　理事長　福井　信之 組織変更 内   呼   消  現存
     ２６ (医       1) 平28. 4. 1循   小   放  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69002,1443,5 山下内科医院 〒733-0853 082-272-7666山下　征紀 山下　征紀 昭55. 3. 1内   消   小  診療所
     広島市西区山田新町２丁目２３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69102,1447,6 古川小児科内科医院 〒739-1734 082-843-3322医療法人　古川小児科管理者　不在 平 3. 9. 1小   内   呼  診療所
     広島市安佐北区口田４丁目２０－ 内科医院　理事　古川 組織変更 循   皮   休止
     ２０ 　久美子 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69202,1448,4 妹尾皮膚科医院 〒731-0113 082-874-3312妹尾　浩一 妹尾　浩一 昭55. 5. 1皮   診療所
     広島市安佐南区西原５－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69302,1450,0 医療法人　中村耳鼻咽〒739-1734 082-843-3300医療法人　中村耳鼻咽中村　昭郎 平 2. 9. 1耳い 診療所
     喉科医院 広島市安佐北区口田３－１－２８常　勤:    1喉科医院　理事長　中 組織変更 現存
     (医       1)村　昭郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69402,1452,6 名草内科胃腸科医院 〒739-1731 082-843-3066医療法人　名草内科胃名草　芳博 平 3.12. 1内   胃   循  診療所
     広島市安佐北区落合１丁目２－６常　勤:    1腸科医院　理事長　名 組織変更 小   神   現存
     (医       1)草　芳博 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69502,1455,9 医療法人社団　石川胃〒731-0103 082-879-3351医療法人社団　石川胃石川　純 昭64. 1. 1内   胃   外  診療所
     腸科医院 広島市安佐南区緑井４丁目２５－常　勤:    2腸科医院　理事長　石 組織変更 放   現存
     ７ (医       2)川　純 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69602,1457,5 辰上内科医院 〒731-0103 082-879-3383医療法人　辰上内科医辰上　雅名 平元.10. 1内   胃   循  診療所
     広島市安佐南区緑井３－１０－１常　勤:    1院　理事長　辰上　雅 組織変更 小   放   現存
     １ (医       1)名 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69702,1462,5 野村病院 〒731-0138 082-875-1111医療法人　メディカル石原　浩人 平10.10. 1一般        52病院
     広島市安佐南区祇園２丁目４２－常　勤:    6パーク　理事長　井上 組織変更 療養        54療養病床
     １４ (医       6)　秀樹 平28.10. 1他   呼内 神内現存
     非常勤:   37 呼外 整外 リハ
     (医      37) 脳外 皮   麻  
     消化器内科、循
     環器内科、内分
     泌内科、内視鏡
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69802,1463,3 山本整形外科 〒730-0834 082-292-3003医療法人　山本整形外山本　秀 平 3. 3. 1整外 リハ 診療所
     広島市中区江波二本松２－７－３常　勤:    1科　理事長　山本　秀 組織変更 現存
     １ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69902,1466,6 高陽第一診療所 〒739-1731 082-842-1177医療法人社団　緑雨会吉田　良順 昭63.11. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区落合１丁目１４－常　勤:    2　理事長　吉田　良順 組織変更 内   小   神内現存
     ９ (医       2) 平24.11. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70002,1467,4 砂川クリニック 〒731-0101 082-873-3321医療法人社団　ほむら砂川　保幸 平 2. 1. 1外   内   胃  診療所
     広島市安佐南区八木７－６－２５常　勤:    1会　理事長　砂川　保 組織変更 整外 放   現存
     (医       1)幸 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70102,1468,2 日高内科医院 〒731-0154 082-872-3232日高　惟登 日高　惟登 昭56.10. 1内   他   診療所
     広島市安佐南区上安２－３２－２常　勤:    2 新規 消化器内科、内現存
     １ (医       2) 平29.10. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70202,1469,0 藤田耳鼻咽喉科医院 〒731-0103 082-877-8500医療法人社団　藤田耳藤田　寿興 平元. 8. 1耳い 診療所
     広島市安佐南区緑井２－１－２ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　藤田　寿興 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70302,1472,4 医療法人　広和会　福〒733-0033 082-291-4500医療法人　広和会　理福馬　寿幸 昭58.12. 1療養        44病院
     馬外科病院 広島市西区観音本町１－１１－３常　勤:    1事長　福馬　寿幸 交代 他   外   現存
     (医       1) 平28.12. 1他２件　人工透
     非常勤:   51 析内科、胃腸内
     (医      51) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70402,1474,0 新谷整形外科医院 〒739-1732 082-843-2155医療法人社団　白百合新谷　貫之 昭63. 4. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区落合南７－４－２常　勤:    1会　理事長　新谷　貫 組織変更 整外 リハ リウ現存
     ２ (医       1)之 平30. 4. 1放   
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  70502,1477,3 田辺泌尿器科医院 〒730-0842 082-292-8772医療法人社団　田辺泌田邊　泰民 平 6.10. 1ひ   性   診療所
     広島市中区舟入中町８－６ 常　勤:    2尿器科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)田邊　泰民 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70602,1478,1 医療法人社団　斎整形〒733-0812 082-271-7770医療法人社団　斎整形斎　謙 平 3. 9. 1一般         8診療所
     外科 広島市西区己斐本町１丁目５－５常　勤:    1外科　理事長　斎　謙 組織変更 療養        11現存
     (医       1) 平24. 9. 1整外 神内 リハ
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70702,1481,5 大谷小児科医院 〒733-0812 082-272-8345大谷　潔 大谷　潔 昭57. 6. 1小   診療所
     広島市西区己斐本町１－６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70802,1484,9 高陽ニュータウン病院〒739-1742 082-843-1211医療法人　社団　うす八田　信朗 昭57. 7. 1一般        90病院
     広島市安佐北区亀崎４丁目７－１常　勤:    9い会　理事長　田尻　 新規 療養        50療養病床
     (医       9) 子 平30. 7. 1内   他   脳内現存
     非常勤:   70 整外 小   眼  
     (医      69) 放   リハ 
     (薬       1) 循環器内科、消
     化器内科、肝臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70902,1487,2 はらだ小児科医院 〒730-0853 082-231-7982医療法人　原田会　理原田　迪子 平12.12. 1小   診療所
     広島市中区堺町２丁目６－２２ 常　勤:    1事長　原田　宏 移転 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71002,1489,8 大田内科・神経内科 〒733-0841 082-277-7762大田　典也 大田　典也 平15. 5. 1内   神内 診療所
     広島市西区井口明神１丁目１４－常　勤:    1 交代 現存
     ４９ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71102,1490,6 吉山クリニック 〒731-0223 082-815-0666医療法人　社団　孝風吉山　正孝 平 5. 8. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区可部南４－５－８常　勤:    1会　理事長　吉山　正 組織変更 脳外 神内 リハ現存
     (医       1)孝 平29. 8. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71202,1494,8 井上産婦人科クリニッ〒731-3167 082-848-7010井上　武彦 井上　武彦 平18.12.25産婦 診療所
     ク 広島市安佐南区大塚西３－１１－常　勤:    1 移転 現存
     ３６ (医       1) 平24.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71302,1495,5 石原耳鼻咽喉科 〒733-0841 082-278-3320石原　啓司 石原　啓司 平18. 5. 1耳い 診療所
     広島市西区井口明神１－１４－４常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  71402,1496,3 博美医院 〒733-0033 082-231-7274医療法人社団　博美医大上　泰典 昭62. 5. 1他   診療所
     広島市西区観音本町１－７－２６常　勤:    2院　理事長　大上　泰 組織変更 現存
     (医       2)典 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71502,1497,1 石田医院 〒733-0822 082-272-7913石田　修三 石田　修三 昭58. 3. 1内   胃   診療所
     広島市西区庚午中３丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71602,1498,9 奥田整形外科皮膚科医〒733-0841 082-277-2288医療法人　かがやき会奥田　哲章 平19. 4. 1一般        19診療所
     院 広島市西区井口明神１丁目１５－常　勤:    3　理事長　奥田　哲章 組織変更 整外 リハ 皮  現存
     ２１ (医       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71702,1499,7 医療法人　社団　博寿〒739-1734 082-843-1011医療法人　社団　博寿山下　達博 昭60.12. 1一般        14診療所
     会　山下医院 広島市安佐北区口田１－１５－１常　勤:    2会　理事長　山下　達 組織変更 療養         5現存
     ０ (医       2)博 平27.12. 1外   他   耳い
     リハ 放   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71802,1504,4 医療法人社団　石田外〒730-0805 082-295-2211医療法人社団　石田外石田　裕 平12.10. 1一般        19診療所
     科 広島市中区十日市町１丁目６－１常　勤:    1科　理事長　石田　裕 組織変更 こう 胃   外  休止
     ９ (医       1) 平24.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71902,1509,3 薮田耳鼻咽喉科医院 〒733-0843 082-277-6463薮田　良三 薮田　良三 平14. 4. 1耳い 診療所
     広島市西区井ノ口鈴が台３丁目５常　勤:    1 移転 現存
     －２０ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72002,1512,7 医療法人　社団　博栄〒731-0221 082-812-3387医療法人　社団博栄会津村　滋 平 7. 1. 1耳   い   診療所
     会　津村耳鼻咽喉科 広島市安佐北区可部３丁目２４－常　勤:    2　津村耳鼻咽喉科　理 組織変更 現存
     ２９ (医       2)事長　津村　滋 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72102,1513,5 はしもと眼科 〒739-1751 082-843-9918橋本　克枝 橋本　克枝 平11. 9. 1眼   診療所
     広島市安佐北区深川５丁目２３－常　勤:    1 移転 現存
     ８ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72202,1514,3 馬場眼科 〒731-0141 082-878-2000馬場　幸夫 馬場　幸夫 昭60. 2. 1一般        19診療所
     広島市安佐南区相田１－１０－１常　勤:    2 新規 眼   現存
     ７ (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72302,1515,0 養神館病院 〒731-5127 082-922-3153医療法人　翠和会　理石井　和彦 平 9.11. 1精神       218病院
     広島市佐伯区五日市１丁目１２－常　勤:    8事長　石井　和彦 組織変更 精   神   現存
     ６ (医       8) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  72402,1519,2 医療法人社団　一陽会〒731-5134 082-923-5161医療法人社団　一陽会重本　憲一郎 平16.10. 1一般       120病院
     　原田病院 広島市佐伯区海老山町７－１０ 常　勤:   15　理事長　原田　知 移転 内   放   ひ  現存
     (医      15) 平28.10. 1整外 リハ 麻  
     非常勤:   26 他   
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72502,1522,6 山科内科医院 〒731-5116 082-928-5111山科　洋一 山科　洋一 昭32.10.31内   呼   胃  診療所
     広島市佐伯区八幡２－２６－２５常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72602,1525,9 小田医院 〒731-5151 082-928-0185小田　薫 小田　薫 平 9.12.11内   診療所
     広島市佐伯区五日市町上河内４９常　勤:    1 交代 現存
     ８－１ (医       1) 平27.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72702,1532,5 今井耳鼻咽喉科医院 〒731-5136 082-922-3131医療法人　ティ・ティ今井　崇勝 平 8. 3. 1耳い 気食 アレ診療所
     広島市佐伯区楽々園３－２－２２常　勤:    1・エム　会　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)今井　崇勝 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72802,1537,4 町田内科・神経内科ク〒731-5145 082-922-0033町田　仁史 町田　仁史 平 9. 9. 1内   神内 診療所
     リニック 広島市佐伯区隅の浜２－９－７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72902,1542,4 医療法人社団　林外科〒731-5128 082-923-8118医療法人社団　林外科林　和也 平12.10. 1外   内   整外診療所
     医院 広島市佐伯区五日市中央２丁目６常　勤:    1医院　理事長　林　幹 組織変更 胃   リハ 現存
     －７ (医       1)也 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73002,1544,0 寄田医院 〒731-5128 082-921-0689寄田　純生 寄田　純生 平15. 8.17内   診療所
     広島市佐伯区五日市中央２丁目２常　勤:    1 交代 現存
     －１５ (医       1) 平27. 8.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73102,1546,5 河田産婦人科医院 〒731-5135 082-921-3501医療法人　紹応会　河河田　昭 平15.10. 1一般        15診療所
     広島市佐伯区海老園１丁目２－１常　勤:    3田産婦人科医院　理事 移転 産   婦   現存
     ３ (医       3)長　河田　昭 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73202,1547,3 山下外科医院 〒731-5128 082-921-2581医療法人社団　つわぶ山下　拓哉 平11. 4. 1内   外   診療所
     広島市佐伯区五日市中央５丁目１常　勤:    1き会　理事長　山下　 組織変更 内科（在宅） 現存
     ３－２５ (医       1)拓哉 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73302,1550,7 赤尾ファミリークリニ〒731-5135 082-922-3535医療法人社団　赤尾フ赤尾　昌文 平11. 6. 1小   内   診療所
     ック 広島市佐伯区海老園１丁目４－１常　勤:    2ァミリークリニック　 組織変更 現存
     ９ (医       2)理事長　赤尾　昌文 平29. 6. 1
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  73402,1552,3 三宅クリニック 〒731-5128 082-922-3655医療法人社団　三宅ク三宅　信昭 平18.11. 1外   内   胃  診療所
     広島市佐伯区五日市中央５丁目１常　勤:    2リニック　理事長　三 組織変更 皮   現存
     －３９ (医       2)宅　信昭 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73502,1563,0 ナカムラ病院 〒731-5142 082-923-8333医療法人　ピーアイエ塚野　健 平 3. 5. 1精神       210病院
     (02,3442,1) 広島市佐伯区坪井３丁目８１８－常　勤:    6ー　理事長　中村　友 組織変更 療養       200療養病床
     １ (医       6)美 平30. 5. 1内   神   精  現存
     非常勤:   34 リハ 歯   
     (医      28)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73602,1564,8 医療法人社団　北野皮〒731-5125 082-922-6622医療法人社団　北野皮北野　允基 平14.10. 1皮   診療所
     ふ科医院 広島市佐伯区五日市駅前３丁目９常　勤:    2ふ科医院　理事長　北 組織変更 現存
     －１４ (医       2)野　允基 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73702,1565,5 医療法人　社団　初仁〒731-5128 082-923-1116医療法人　社団　初仁山田　充宏 昭58. 1. 1療養       174病院
     会　桧田病院 広島市佐伯区五日市中央１丁目１常　勤:    3会　理事長　山田　充 組織変更 内   外   リハ療養病床
     －３２ (医       3)宏 平28. 1. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73802,1568,9 松本外科医院 〒731-5141 082-923-6666医療法人社団　松葉会松本　文雄 平元. 7. 1外   胃   整外診療所
     広島市佐伯区千同２－１４－１１常　勤:    1　理事長　松本　文雄 組織変更 休止
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73902,1569,7 医療法人　くが眼科医〒731-5128 082-923-8904医療法人　くが眼科医久賀　宣幸 平元. 6. 1眼   診療所
     院 広島市佐伯区五日市中央７－１２常　勤:    3院　理事長　久賀　宣 組織変更 現存
     －１ (医       3)幸 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74002,1570,5 医療法人　井上整形外〒731-5144 082-923-3161医療法人　井上整形外井上　昌三 平 9.12. 1整外 内   外  診療所
     科 広島市佐伯区三筋２丁目１－３４常　勤:    1科　理事長　井上　昌 組織変更 皮   放   リハ現存
     (医       1)三 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74102,1574,7 医療法人　たけだ内科〒731-5128 082-923-7333医療法人　たけだ内科竹田　眞圓 昭62. 5. 1内   外   整外診療所
     循環器クリニック 広島市佐伯区五日市中央７－８－常　勤:    2循環器クリニック　理 組織変更 他   現存
     ５ (医       2)事長　竹田　眞圓 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74202,1576,2 石原脳神経外科病院 〒731-5127 082-923-6662石原　博文 石原　博文 昭57. 7. 1一般        35病院
     広島市佐伯区五日市７丁目４－２常　勤:    2 新規 脳外 脳内 現存
     ４ (医       2) 平30. 7. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74302,1577,0 三上整形外科医院 〒731-5116 082-928-7778三上　千秋 三上　千秋 昭58. 4. 1一般        13診療所
     広島市佐伯区八幡２－２５－２３常　勤:    1 新規 療養         4現存
     (医       1) 平28. 4. 1整外 外   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74402,1579,6 松村循環器・外科医院〒731-5136 082-921-0434医療法人　松村循環器松村　隆 昭63.11. 1循   呼   胃  診療所
     広島市佐伯区楽々園２丁目２－１常　勤:    2・外科医院　理事長　 組織変更 外   整外 皮  現存
     ９ (医       2)松村　誠 平24.11. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74502,1580,4 医療法人　藤原胃腸肛〒731-5117 082-927-0335医療法人　藤原胃腸肛藤原　徹 平 3. 4. 1胃   外   整外診療所
     門科外科医院 広島市佐伯区八幡が丘１－２２－常　勤:    1門科外科医院　理事長 組織変更 こう リハ 麻  休止
     １４ (医       1)　藤原　徹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74602,1582,0 矢富医院 〒731-0221 082-814-3312医療法人　良順会　理矢富　泰治 平16.10. 1耳い 気食 診療所
     広島市安佐北区可部４丁目１１－常　勤:    1事長　矢富　泰治 組織変更 現存
     ２０ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74702,1583,8 あさお医院 〒730-0835 082-293-2495佐々木　千恵子 佐々木　千恵子 昭60. 5. 1内   小   診療所
     広島市中区江波南１－７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74802,1586,1 医療法人　社団　光会〒731-0231 082-812-2711医療法人　社団　光会中野　寛二 昭62.11. 1内   診療所
     　中野内科医院 広島市安佐北区亀山７－１－６ 常　勤:    1　理事長　中野　寛二 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74902,1588,7 高田小児科医院 〒731-5128 082-921-1250高田　絹子 高田　絹子 昭60. 6. 1小   診療所
     広島市佐伯区五日市中央３－１５常　勤:    1 新規 現存
     －１９ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75002,1589,5 かるが医院 〒739-1753 082-844-7421医療法人社団　あゆみ松山　家芳 平元. 7. 1内   小   リハ診療所
     広島市安佐北区狩留家町１２９８常　勤:    1会　理事長　松山　家 組織変更 現存
     －１ (医       1)芳 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75102,1591,1 近藤眼科医院 〒739-1734 082-843-2248医療法人　近藤眼科医近藤　英明 平 7.12. 1眼   診療所
     広島市安佐北区口田３－１－５ 常　勤:    1院　理事長　近藤　英 移転 現存
     (医       1)明 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75202,1593,7 ちゃたに胃腸科外科 〒730-0851 082-292-8881医療法人　ちゃたに胃茶谷　龍雄 平 4. 6. 1外   消胃 整外診療所
     広島市中区榎町３－２４ 常　勤:    1腸科外科　理事長　茶 組織変更 こう リハ 放  現存
     (医       1)谷　龍雄 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75302,1594,5 中村内科医院 〒731-5114 082-928-2864医療法人　登静会　中中村　充宏 平 2. 7. 1内   呼   消  診療所
     広島市佐伯区美鈴が丘西１－１－常　勤:    2村内科医院　理事長　 組織変更 循   小   リハ現存
     １ (医       2)中村　充宏 平29. 7. 1放   
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  75402,1595,2 医療法人社団　花水木〒731-1141 082-835-0260医療法人社団　花水木上田　茂之 平 7. 6. 1内   他   呼内診療所
     会　鈴張クリニック 広島市安佐北区安佐町鈴張２０１常　勤:    1会　理事長　上田　茂 移転 整外 外   リハ現存
     ３－１ (医       1)之 平28. 6. 1精   
     非常勤:    1 他－２件　循環
     (医       1) 器内科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75502,1596,0 本川クリニック 〒730-0802 082-292-0154村木　一男 村木　一男 昭61. 3. 1内   消   リハ診療所
     広島市中区本川町２丁目４－２２常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75602,1597,8 瀬分内科医院 〒730-0831 082-291-1489医療法人　社団　瀬分瀬分　裕 平 4. 8. 1内   呼   放  診療所
     広島市中区江波西２－８－１２ 常　勤:    1内科　理事長　瀬分　 組織変更 休止
     (医       1)裕 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75702,1598,6 小池消化器科外科内科〒733-0834 082-278-1151医療法人　社団　小池小池　彰久 平元.10. 1一般        17診療所
     広島市西区草津新町１－１７－１常　勤:    1消化器科外科内科　理 組織変更 消   内   外  現存
     ９ (医       1)事長　小池　彰久 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75802,1600,0 荒木脳神経外科病院 〒733-0821 082-272-1114医療法人　光臨会　理荒木　勇人 平12. 4. 1一般       110病院
     広島市西区庚午北２丁目８－７ 常　勤:   11事長　荒木　攻 組織変更 内   他   神内現存
     (医      11) 平30. 4. 1外   脳外 リハ
     非常勤:   32 他２件、循環器
     (医      32) 内科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75902,1602,6 久保田内科クリニック〒733-0844 082-278-5321医療法人社団　久保田久保田　茂夫 平元. 8. 1内   消   循  診療所
     広島市西区井口台２－２３－３２常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 小   現存
     (医       1)長　久保田　茂夫 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76002,1603,4 医療法人　フルライフ〒731-0101 082-873-6622医療法人　フルライフ加藤　楽 平17. 4. 1外   内   リハ診療所
     　かとうクリニック 広島市安佐南区八木２－３－６ 常　勤:    2　理事長　加藤　永史 組織変更 整外 他   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76102,1604,2 中山心療クリニック 〒731-0121 082-879-6410中山　純維 中山　純維 昭61. 9. 1精   心内 診療所
     広島市安佐南区中須１－１６－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76202,1608,3 石橋クリニック 〒733-0037 082-942-5557医療法人石橋クリニッ石橋　寛 平 6. 4. 1内   他   診療所
     広島市西区西観音町２３－１８ 常　勤:    1ク　理事長　石橋　寛 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76302,1609,1 医療法人　あすか　高〒731-0103 082-879-3143医療法人　あすか　理高橋　勲 平元. 4. 1一般        19診療所
     橋内科小児科医院 広島市安佐南区緑井２－１２－２常　勤:    2事長　高橋　勲 組織変更 内   小   胃  現存
     ５ (医       2) 平28. 4. 1放   循   リハ
     呼   神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76402,1611,7 医療法人社団　朋和会〒731-5143 082-921-3230医療法人社団　朋和会岡本　隆嗣 昭61.11. 1療養       139病院
     　西広島リハビリテー広島市佐伯区三宅６－２６５ 常　勤:   10　理事長　岡本　隆嗣 新規 内   整外 脳外療養病床
     ション病院 (医      10) 平28.11. 1リハ 現存
     非常勤:   55
     (医      55)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76502,1613,3 医療法人　いくた内科〒731-5135 082-921-5151医療法人　いくた内科生田　隆穂 平 7.12. 1内   他   アレ診療所
     医院 広島市佐伯区海老園１－８－２６常　勤:    1医院　理事長　生田　 組織変更 現存
     (医       1)隆穂 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76602,1614,1 小田クリニック 〒731-3361 082-838-3131小田　和英 小田　和英 昭62. 2. 1胃   外   整外診療所
     広島市安佐北区あさひが丘７丁目常　勤:    1 新規 リハ 麻   現存
     １５－３２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76702,1615,8 鈴が台クリニック 〒733-0843 082-278-6151稲川　章 稲川　章 平 8.10. 1胃   放   内  診療所
     広島市西区井口鈴が台３－５－２常　勤:    1 移転 皮   リハ アレ現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76802,1616,6 下村医院 〒731-0122 082-876-0002医療法人　下村医院　下村　秀雄 平14. 4. 1一般        19診療所
     広島市安佐南区中筋２丁目３－８常　勤:    1理事長　下村　秀雄 組織変更 外   胃   こう現存
     (医       1) 平26. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76902,1619,0 住元皮ふ科クリニック〒733-0812 082-273-7070医療法人　住元皮ふ科住元　篤子 平 7. 6. 1皮   診療所
     広島市西区己斐本町１－１４－３常　勤:    1　理事長　住元　篤子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77002,1620,8 池田皮膚科クリニック〒733-0844 082-278-3600池田　早苗 池田　早苗 昭62. 6. 1皮   診療所
     広島市西区井口台２－２３－３２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77102,1631,5 医療法人社団　片山内〒731-0154 082-878-5589医療法人社団　片山内片山　健 平12.11. 1内   小   診療所
     科小児科医院 広島市安佐南区上安６丁目２６－常　勤:    1科小児科医院　理事長 組織変更 現存
     １ (医       1)　片山　健 平24.11. 1
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  77202,1632,3 細川・内藤医院 〒730-0832 082-291-1111内藤　幸子 内藤　幸子 平 2. 6. 1皮   内   小  診療所
     広島市中区江波東１－１３－２８常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77302,1635,6 医療法人社団　杉野小〒731-0231 082-815-1334医療法人社団　杉野小杉野　 俊 平10. 4. 1内   小   診療所
     児科医院 広島市安佐北区亀山２－８－２６常　勤:    1児科医院　理事長　杉 組織変更 現存
     (医       1)野　 俊 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77402,1640,6 吉見内科小児科医院 〒739-1734 082-842-5655医療法人社団　吉見内吉見　達也 平 5. 9. 1内   呼   消  診療所
     広島市安佐北区口田３－２８－１常　勤:    1科小児科医院　理事長 組織変更 循   小   現存
     １ (医       1)　吉見　達也 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77502,1642,2 宮武医院 〒731-0111 082-870-1100医療法人　宮武医院　宮武　遼平 平 6. 4. 1内   消   他  診療所
     広島市安佐南区東野３－７－１７常　勤:    2理事長　宮武　遼平 組織変更 胃   リハ 現存
     (医       2) 平30. 4. 1肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77602,1645,5 蜂須賀整形外科 〒733-0812 082-272-3300医療法人　蜂須賀整形蜂須賀　晋 平13.10. 1一般        16診療所
     広島市西区己斐本町２丁目１２－常　勤:    2外科　理事長　蜂須賀 組織変更 整外 リハ リウ現存
     ２７ (医       2)　彬夫 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77702,1646,3 医療法人　社団　かね〒731-5115 082-927-3000医療法人　社団　かね金光　敬夫 平 8. 4. 1内   循   外  診療所
     みつ整形外科医院 広島市佐伯区八幡東３－２５－１常　勤:    1みつ整形外科医院　理 組織変更 整外 リハ 現存
     ７ (医       1)事長　金光　敬夫 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77802,1647,1 水入医院 〒731-5106 082-927-1101水入　紘造 水入　紘造 昭64. 1. 1内   胃   診療所
     広島市佐伯区利松１－８－５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77902,1648,9 森田外科医院 〒733-0003 082-238-1566森田　耕一郎 森田　耕一郎 平11. 8. 1外   整外 胃  診療所
     広島市西区三篠町３丁目８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78002,1650,5 大内耳鼻咽喉科医院 〒731-5124 082-924-5255医療法人　大内耳鼻咽大内　芳春 平 4.10. 1耳   い   診療所
     広島市佐伯区皆賀２－２－２７ 常　勤:    1喉科医院　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)内　芳春 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78102,1653,9 医療法人社団　たかた〒731-5135 082-924-2800医療法人社団　たかた髙田　茂実 平16.10. 1外   整外 内  診療所
     外科整形外科 広島市佐伯区海老園１丁目６－１常　勤:    2外科整形外科　理事長 組織変更 現存
     ８ (医       2)　高田　茂実 平28.10. 1
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  78202,1654,7 広島医療生活協同組合〒731-3164 082-848-4486広島医療生活協同組合西原　一樹 平10.12. 1内   診療所
     沼田診療所 広島県広島市安佐南区伴東七丁目常　勤:    1　理事長　青木　克明 移転 現存
     ３８番１０号 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78302,1658,8 医療法人社団　山本内〒733-0871 082-274-4050医療法人社団　山本内山本　正治 平12. 9. 1内   循   消  診療所
     科循環器科 広島市西区高須１丁目５－２３ 常　勤:    2科循環器科　理事長　 組織変更 呼   放   現存
     (医       2)山本　正治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78402,1660,4 長西耳鼻咽喉科医院 〒731-5125 082-923-8122医療法人　社団　長樹長西　靖 平 8. 4. 1耳   い   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前１－１１常　勤:    1会　理事長　長西　靖 組織変更 現存
     －３７ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78502,1661,2 木ノ原内科小児科医院〒739-1742 082-845-2232木ノ原　伸久 木ノ原　伸久 平 2. 1. 1内   呼   消胃診療所
     広島市安佐北区亀崎１－２－３０常　勤:    1 新規 循   小   現存
     第２タウンセンタービル１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78602,1665,3 おち眼科医院 〒731-0137 082-871-2233医療法人　おち眼科医越智　温子 平 4. 1. 1眼   診療所
     広島市安佐南区山本１丁目５－１常　勤:    1院　理事長　越智　温 組織変更 現存
     ５ (医       1)子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78702,1666,1 かたぎり眼科 〒731-0122 082-870-2727片桐　早苗 片桐　早苗 平 2. 4. 1眼   診療所
     広島市安佐南区中筋３－２７－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78802,1669,5 医療法人　ムトウ外科〒733-0002 082-295-5850医療法人　ムトウ外科武藤　寛 平 7.12. 1胃   循   外  診療所
     ・胃腸科医院 広島市西区楠木町１－５－１２ 常　勤:    1・胃腸科医院　理事長 組織変更 整外 こう リハ現存
     (医       1)　武藤　寛 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78902,1670,3 医療法人　社団　谷本〒731-5127 082-921-7555医療法人　社団　谷本谷本　猛 平16.11. 1小   診療所
     小児科 広島市佐伯区五日市４丁目３－１常　勤:    1小児科　理事長　谷本 移転 現存
     (医       1)　猛 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79002,1672,9 冨士田循環器科内科 〒731-0122 082-870-1700冨士田　豊 冨士田　豊 平 2. 4. 1内   循   リハ診療所
     広島市安佐南区中筋３－２７－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79102,1673,7 アルパーク検診クリニ〒733-0834 082-501-1115医療法人　広島健康会鍵本　修 平 3. 3. 1内   胃   診療所
     ック 広島市西区草津新町２－２６－１常　勤:    4　理事長　鍵本　修 組織変更 現存
     アルパーク東棟９Ｆ－１０Ｆ (医       4) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  79202,1676,0 医療法人　社団　エス〒731-0122 082-870-1555医療法人　社団　エス平田　忠範 平 7. 5. 1内   呼   消  診療所
     ・ディー　平田内科 広島市安佐南区中筋１－９－６ 常　勤:    2・ディー　理事長　平 組織変更 循   リハ 現存
     (医       2)田　忠範 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79302,1677,8 たむら耳鼻咽喉科 〒731-5115 082-927-8711田村　千春 田村　千春 平 9. 5. 1耳い アレ 診療所
     広島市佐伯区八幡東２－２８－５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79402,1680,2 新井口内科循環器科 〒733-0834 082-277-1937網岡　英世 網岡　英世 平 2. 9. 1循   内   消  診療所
     広島市西区草津新町２－８－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79502,1681,0 炭田内科胃腸科病院 〒733-0003 082-237-0532炭田　正孝 炭田　正孝 平 2. 7.11一般        30病院
     広島市西区三篠町３－５－２０ 常　勤:    2 新規 内   消胃 循  現存
     (医       2) 平29. 7.11放   
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79602,1687,7 藤井病院 〒730-0843 082-292-7341藤井　康史 藤井　康史 平 3. 4. 1一般        47病院
     広島市中区舟入本町１４－６ 常　勤:    3 新規 内   胃   外  現存
     (医       3) 平30. 4. 1整外 こう 
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79702,1688,5 ほり整形外科 〒733-0834 082-278-5255医療法人ほり整形外科堀　司郎 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     広島市西区草津新町２丁目６－１常　勤:    1　理事長　堀　司郎 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79802,1693,5 医療法人秀仁会　ない〒731-0221 082-815-3678医療法人秀仁会　理事内藤　秀敏 平 6. 7. 1内   呼   循  診療所
     とう内科・循環器科 広島市安佐北区可部５丁目４－２常　勤:    1長　内藤　秀敏 組織変更 放   リハ 消  現存
     ４ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79902,1694,3 原田リハビリ整形外科〒731-0111 082-870-5555原田　英男 原田　英男 平 3. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     広島市安佐南区東野２－２１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80002,1695,0 中西内科 〒731-0231 082-815-1211医療法人　中西内科　中西　重清 平 7. 1. 1内   呼   胃  診療所
     広島市安佐北区亀山４丁目２０－常　勤:    1理事長　中西　重清 組織変更 アレ 放   現存
     ８ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80102,1696,8 五日市記念病院 〒731-5156 082-924-2211社会医療法人　清風会向田　一敏 平10.10. 1一般        60病院
     広島市佐伯区倉重１－９５ 常　勤:   12　理事長　梶原　四郎 組織変更 療養       120療養病床
     (医      12) 平28.10. 1内   外   脳外現存
     非常勤:   21 他   放   リハ
     (医      21) 他２件：循環器
     内科、血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80202,1697,6 医療法人社団つばさ会〒730-0806 082-295-8363医療法人社団つばさ会横山　巖 平11. 4. 1精   内   呼  診療所
     　横山内科クリニック広島市中区西十日市町１－５ 常　勤:    1　理事長　横山　巖 組織変更 消   循   心内現存
     (医       1) 平29. 4. 1主たる診療科の
     変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80302,1698,4 北野泌尿器科医院 〒739-1734 082-842-8887北野　太路 北野　太路 平 3. 8. 1ひ   診療所
     広島市安佐北区口田１丁目８－１常　勤:    1 新規 現存
     ７小夫家ビル１Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80402,1699,2 医療法人　永田外科 〒731-0223 082-815-3135医療法人　永田外科　永田　雅治 平 5. 9. 1外   消   整外診療所
     広島市安佐北区可部南３－１８－常　勤:    1理事長　永田　雅治 組織変更 リハ 麻   内  現存
     ２４ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80502,1700,8 河野内科 〒731-1142 082-835-3050医療法人　河野内科　河野　安繼 平11.10. 1内   診療所
     広島市安佐北区安佐町飯室１４９常　勤:    1理事長　河野　安繼 組織変更 現存
     ８－１１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80602,1701,6 福島整形外科クリニッ〒731-5135 082-924-1100福島　美歳 福島　美歳 平 7. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 広島市佐伯区海老園１－１３－９常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80702,1703,2 和漢順眞堂　佐々木ク〒731-0223 082-815-2700佐々木　眞也 佐々木　眞也 平 4. 2. 1内   小   リハ診療所
     リニック 広島市安佐北区可部南３丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     ４５ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80802,1704,0 医療法人　大江内科医〒731-5136 082-922-3741医療法人　大江内科医大江　一彦 平 8. 6. 1内   呼   胃  診療所
     院 広島市佐伯区楽々園３－５－２７常　勤:    1院　理事長　大江　一 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80902,1707,3 緑井皮ふ科クリニック〒731-0103 082-879-4112高橋　博之 高橋　博之 平 4. 6. 1皮   診療所
     広島市安佐南区緑井２－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81002,1708,1 平野眼科 〒739-1733 082-845-1119布引　けい子 布引　けい子 平 4. 6. 1眼   診療所
     広島市安佐北区口田南７－１２－常　勤:    1 新規 現存
     ３１ (医       1) 平28. 6. 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

［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    90 頁

  81102,1710,7 医療法人社団　いでし〒739-1734 082-845-0211医療法人社団　いでし井手下　久登 平 7. 1. 1一般        19診療所
     た内科・神経内科クリ広島市安佐北区口田３丁目３１－常　勤:    2た内科・神経内科クリ 組織変更 内   精   神内現存
     ニック １１ (医       2)ニック　理事長　井手 平28. 1. 1リハ 
     非常勤:   14下　久登
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81202,1711,5 津元クリニック 〒731-5101 082-941-1133医療法人　サツキ会　津元　光雄 平 9. 1. 1神内 胃   外  診療所
     広島市佐伯区五月が丘２－７－２常　勤:    1理事長　津元　光雄 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81302,1712,3 あべ内科小児科 〒731-3164 082-848-7888医療法人　あべ内科小安部　勉 平10. 9. 1内   小   消  診療所
     広島市安佐南区伴東７丁目５９番常　勤:    1児科　理事長　安部　 組織変更 放   リハ 循  現存
     １号 (医       1)勉 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81402,1713,1 公益財団法人　広島原〒739-1743 082-845-5083公益財団法人　広島原和合　正邦 平 4. 8. 1内   診療所
     爆被爆者援護事業団　広島市安佐北区倉掛３丁目５０－常　勤:    2爆被爆者援護事業団　 新規 現存
     倉掛のぞみ園診療所 １ (医       2)理事長　高井　巌 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81502,1715,6 名草クリニック 〒731-5128 082-924-7677名草　幸博 名草　幸博 平 4.11. 1内   胃   外  診療所
     広島市佐伯区五日市中央３－９－常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ５１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81602,1716,4 医療法人社団　松永ク〒731-5124 082-924-1131医療法人社団　松永ク川口　孝二 平12. 9. 1内   小   婦  診療所
     リニック 広島市佐伯区皆賀２丁目２－３１常　勤:    2リニック　理事長　川 組織変更 現存
     (医       2)口　孝二 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81702,1718,0 黄内科医院 〒731-5103 082-927-2020医療法人　黄内科医院秦　英博 平 6. 3. 1内   呼   循  診療所
     広島市佐伯区藤の木１－３１－１常　勤:    1　理事長　秦　英博 組織変更 消   アレ リハ現存
     ２ (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81802,1719,8 医療法人　榎木内科・〒730-0835 082-291-8101医療法人　榎木内科・榎木　俊彦 平 6. 7. 1内   循   呼  診療所
     循環器科医院 広島市中区江波南町１－３９－９常　勤:    1循環器科医院　理事長 組織変更 消胃 アレ リハ現存
     (医       1)　榎木　俊彦 平30. 7. 1放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81902,1721,4 中川内科医院 〒731-0221 082-812-2330中川　隆 中川　隆 平 5. 1. 1内   消   診療所
     広島市安佐北区可部２－６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82002,1722,2 小川内科 〒730-0831 082-234-3203小川　潤一郎 小川　潤一郎 平 5. 4. 1内   呼   胃  診療所
     広島市中区江波西２－３３－２０常　勤:    1 新規 循   放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82102,1723,0 藤武眼科 〒731-3164 082-848-8080藤武　俊治 藤武　俊治 平 5. 4. 1眼   診療所
     広島市安佐南区伴東７丁目５９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82202,1724,8 広島市北部こども療育〒731-0223 082-814-5801広島市長　松井　一實夜船　展子 平 5. 4. 1精   神   小  診療所
     センター附属診療所 広島市安佐北区可部南５丁目８－常　勤:    1 新規 整外 現存
     ７０ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82302,1726,3 古市クリニック 〒731-0123 082-870-1993卜部　貴光 卜部　貴光 平 5. 5. 1内   胃   外  診療所
     広島市安佐南区古市１－３０－２常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ５ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82402,1729,7 舟入槇殿胃腸科内科 〒730-0842 082-293-0011槇殿　洋子 槇殿　洋子 平 5. 6. 1胃   内   放  診療所
     広島市中区舟入中町２－２３舟入常　勤:    1 新規 現存
     コータース２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82502,1732,1 医療法人社団　裕親会〒731-0152 082-876-2020医療法人社団　裕親会増田　裕久 平 8. 9. 1内   小   心内診療所
     　増田内科医院 広島市安佐南区毘沙門台２－４２常　勤:    1　理事長　増田　裕久 組織変更 現存
     －２３ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82602,1733,9 谷川脳神経外科 〒731-0141 082-872-7733医療法人　恵風会　理富田　享 平10. 4. 1一般        19診療所
     広島市安佐南区相田１－３－１６常　勤:    2事長　富田　享 組織変更 神内 脳外 内  現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82702,1736,2 原田内科神経内科クリ〒730-0844 082-531-1112原田　博美 原田　博美 平 5.10. 1精   内   神  診療所
     ニック 広島市中区舟入幸町１７－５ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82802,1737,0 医療法人社団　ながた〒731-5135 082-924-8800医療法人社団　ながた永田　忠 平 8. 9. 1小   診療所
     こどもクリニック 広島市佐伯区海老園１－６－２２常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　永田　忠 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82902,1739,6 こうち内科・胃腸科 〒733-0013 082-531-0002河内　正道 河内　正道 平 5.11. 1内   消   循  診療所
     広島市西区横川新町１３－２２ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29.11. 1
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  83002,1741,2 医療法人社団　マキツ〒731-0103 082-876-1114医療法人社団　マキツ加藤　寿陽 平 9. 1. 1整外 リハ 診療所
     ボ整形外科クリニック広島市安佐南区緑井２丁目１７－常　勤:    1ボ整形外科クリニック 組織変更 現存
     ５ (医       1)　理事長　槇坪　裕子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83102,1743,8 明海耳鼻咽喉科医院 〒733-0873 082-274-6262医療法人　ひいらぎ会明海　国賢 平 8. 4. 1耳い 診療所
     広島市西区古江新町１３－３６ 常　勤:    2　理事長　明海　国賢 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83202,1745,3 三浦整形外科クリニッ〒731-5116 082-927-7676三浦　啓志 三浦　啓志 平 6. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 広島市佐伯区八幡５－１０－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83302,1746,1 数佐内科胃腸科 〒731-0137 082-871-7600医療法人　数佐内科胃數佐　哲 平17. 5. 1内   胃   循  診療所
     広島市安佐南区山本４丁目２６－常　勤:    1腸科　理事長　數佐　 組織変更 放   現存
     ２３ (医       1)哲 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83402,1747,9 しのはら小児クリニッ〒733-0842 082-276-0200医療法人社団　しのは篠原　秀久 平14. 9. 1小   診療所
     ク 広島市西区井口３丁目１３－５ 常　勤:    1ら小児クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　篠原　秀久 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83502,1748,7 廣島クリニック 〒733-0032 082-232-0707醫療法人　齊和會　理天野　幹三 平19. 3. 1一般        19診療所
     広島市西区東観音町２０－１６ 常　勤:    5事長　天野　幹三 移転 整外 リウ リハ現存
     (医       5) 平25. 3. 1内   他   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83602,1749,5 秋田クリニック 〒733-0011 082-291-8866秋田　博孝 秋田　博孝 平 6. 3. 1精   心内 内  診療所
     広島市西区横川町２丁目７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83702,1750,3 吉田整形外科 〒733-0843 082-279-5777医療法人　孝心会　理吉田　雅嗣 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     広島市西区井口鈴が台３丁目１６常　勤:    1事長　吉田　雅嗣 組織変更 現存
     －２１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83802,1756,0 中野皮ふ科泌尿器科医〒731-5127 082-921-3500医療法人社団　中野皮中野　忠實 平13. 4. 1皮   ひ   診療所
     院 広島市佐伯区五日市７丁目８－３常　勤:    1ふ科泌尿器科医院　理 組織変更 現存
     ３ (医       1)事長　中野　忠實 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83902,1757,8 医療法人　矢村皮ふ科〒731-0122 082-870-7700医療法人　矢村皮ふ科矢村　宗久 平13.10. 1皮   アレ 形外診療所
     クリニック 広島市安佐南区中筋２丁目５－２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ０ (医       1)矢村　宗久 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84002,1758,6 桑原脳神経外科・神経〒731-0138 082-874-1500桑原　敏 桑原　敏 平 6. 7. 1脳外 内   神内診療所
     内科クリニック 広島市安佐南区祇園２丁目２２－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １０ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84102,1761,0 医療法人社団　佐々木〒731-3165 082-848-1030医療法人社団　佐々木佐々木　宏 平10.11. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科クリニック 広島市安佐南区伴中央四丁目３－常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     ２０ (医       1)理事長　佐々木　宏 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84202,1763,6 辻外科内科クリニック〒731-0102 082-870-6161医療法人　 外科内科 　勝三 平12. 5. 1内   循   胃  診療所
     広島市安佐南区川内６丁目２７－常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   現存
     １６ (医       1) 　勝三 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84302,1765,1 広島医療生活協同組合〒739-1734 082-845-5234広島医療生活協同組合井口　光 平 6.11. 1内   小   診療所
     　あすなろ生協診療所広島市安佐北区口田１丁目１０－常　勤:    1　理事長　青木　克明 新規 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84402,1766,9 河毛クリニック 〒731-0122 082-870-6200河毛　伸夫 河毛　伸夫 平 6.11. 1呼   消   外  診療所
     広島市安佐南区中筋３丁目２８－常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     １３中筋駅前ビル２階 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84502,1767,7 コープ五日市診療所 〒731-5141 082-924-0608広島中央保健生活協同佐々木　敏哉 平 6.11. 1内   診療所
     広島市佐伯区千同１丁目２５－３常　勤:    1組合　代表理事　理事 新規 現存
     ６ (医       1)長　藤原　秀文 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84602,1768,5 ふなもと内科医院 〒731-0231 082-815-1801船本　浩治 船本　浩治 平 6.12. 1内   神内 リハ診療所
     広島市安佐北区亀山９丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84702,1769,3 なかふかわ小児科 〒739-1751 082-845-0022大成　滋 大成　滋 平 6.12. 1小   内   診療所
     広島市安佐北区深川５丁目２３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84802,1770,1 医療法人　西廻クリニ〒731-0231 082-815-1133医療法人　西廻クリニ西廻　和春 平16.10. 1外   胃   内  診療所
     ック 広島市安佐北区亀山２丁目６－２常　勤:    1ック　理事長　西廻　 組織変更 こう リハ 現存
     ４ (医       1)和春 平28.10. 1
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  84902,1771,9 吉村整形外科 〒733-0822 082-274-3600吉村　康夫 吉村　康夫 平 6.12. 1整外 リハ 診療所
     広島市西区庚午中２－１９－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85002,1774,3 耳鼻咽喉科荒木クリニ〒731-0137 082-871-3736荒木　伸彦 荒木　伸彦 平 7. 2. 1耳い 診療所
     ック 広島市安佐南区山本４丁目２６－常　勤:    1 新規 現存
     ２３吉田ビル３Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85102,1775,0 医療法人社団　誠友会〒731-5125 082-923-1117医療法人社団　誠友会中村　進 平15. 8. 1放   内   消  診療所
     　セントラルクリニッ広島市佐伯区五日市駅前３丁目５常　勤:    3　理事長　中村　進 移転 呼   循   現存
     ク －１６ (医       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85202,1777,6 すみいクリニック 〒731-5125 082-921-8068角井　徹 角井　徹 平 7. 4. 1ひ   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前３－４－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85302,1778,4 医療法人　あかね会　〒731-0124 082-877-5588医療法人　あかね会　高橋　直子 平17. 5. 1内   放   産婦診療所
     大町土谷クリニック 広島市安佐南区大町東２丁目８－常　勤:    3理事長　土谷　晋一郎 移転 現存
     ３５ (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85402,1780,0 医療法人社団　たなべ〒731-0124 082-870-5000医療法人社団　たなべ田辺　恭二 平 9.10. 1小   内   診療所
     小児科内科 広島市安佐南区大町東２丁目７番常　勤:    1小児科内科　理事長　 組織変更 現存
     ２５－５号 (医       1)田辺　恭二 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85502,1782,6 土橋眼科 〒730-0855 082-296-5269金谷　泰裕 金谷　泰裕 平 7. 5. 1眼   診療所
     広島市中区小網町１－１６　１階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85602,1783,4 森田皮膚科医院 〒730-0856 082-231-3031森田　健司 森田　健司 平 7. 5. 1皮   診療所
     広島市中区河原町１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85702,1788,3 福原リハビリテーショ〒731-5135 082-925-0555福原　千史 福原　千史 平 7. 8. 1整外 内   呼  診療所
     ン整形外科・内科医院広島市佐伯区海老園２－９－２２常　勤:    2 新規 循   消   リハ現存
     (医       2) 平28. 8. 1リウ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85802,1792,5 ふるもと眼科 〒731-0103 082-870-6030医療法人　ふるもと眼古本　淳士 平13. 4. 1眼   診療所
     広島市安佐南区緑井２丁目１２－常　勤:    2科　理事長　古本　淳 組織変更 現存
     ２６ (医       2)士 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85902,1793,3 桑原循環器内科クリニ〒731-0138 082-875-3223桑原　宗男 桑原　宗男 平 8. 2. 1循   内   消  診療所
     ック 広島市安佐南区祇園２－２６－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86002,1794,1 医療法人社団　一陽会〒731-5133 082-924-0033医療法人社団　一陽会碓井　公治 平 8. 3. 1内   他   診療所
     　一陽会クリニック 広島市佐伯区旭園１０－３ 常　勤:    1　理事長　原田　知 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86102,1797,4 中筋こどもクリニック〒731-0122 082-877-2525医療法人　中筋こども松本　隆彦 平13.11. 1小   内   診療所
     広島市安佐南区中筋２丁目７－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ５ (医       1)松本　隆彦 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86202,1798,2 にしだ耳鼻咽喉科 〒731-0144 082-872-8733西田　功 西田　功 平 8. 4. 1耳   い   診療所
     広島市安佐南区高取北１－４－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ジョイパレス高取駅前２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86302,1799,0 桐陽台医院 〒731-0212 082-818-1116医療法人　ひまわり会玉田　憲勲 平11.10. 1内   リハ 診療所
     広島市安佐北区三入東１丁目３０常　勤:    1　理事長　玉田　憲勲 組織変更 現存
     －２１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86402,1800,6 五日市やまもと眼科 〒731-5125 082-924-5665山本　優 山本　優 平 8. 4. 1眼   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前２－１８常　勤:    1 新規 現存
     －３２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86502,1801,4 医療法人　長尾クリニ〒731-5131 082-925-0101医療法人　長尾クリニ長尾　由尚 平12.10. 1一般         4診療所
     ック 広島市佐伯区藤垂園１－１６ 常　勤:    1ック　理事長　長尾　 組織変更 療養        12現存
     (医       1)由尚 平24.10. 1消   外   こう
     非常勤:    2 リハ 内   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86602,1802,2 広島グリーンヒル病院〒731-5152 082-927-3911医療法人　和同会　理稲水　惇 平 8. 4. 1療養       200病院
     広島市佐伯区五日市町下河内１８常　勤:    8事長　高橋　幹治 新規 療養       100療養病床
     ８－６ (医       8) 平29. 4. 1内   神内 リハ現存
     非常勤:    5 放   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86702,1804,8 医療法人社団　光仁会〒733-0031 082-293-8400医療法人社団　光仁会奥新　小百合 平 8. 5. 1他   診療所
     　フェニックスクリニ広島市西区観音町７－２９－１０常　勤:    1　理事長　梶川　恵美 新規 現存
     ック ６号 (医       1)子 平29. 5. 1
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  86802,1806,3 大崎クリニック 〒731-0153 082-878-2233大崎　幹雄 大崎　幹雄 平 8. 5. 1内   呼内 小  診療所
     広島市安佐南区安東２－１０－２常　勤:    1 新規 アレ 他   胃  現存
     Ｍ－ＴＯＷＮビル２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1他－循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86902,1810,5 洪内科・消化器科医院〒733-0023 082-503-1181洪　敏幸 洪　敏幸 平 8. 8. 1内   消   診療所
     広島市西区都町２３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87002,1813,9 岡本産婦人科医院 〒739-1743 082-845-5531医療法人　岡本産婦人岡本　悦治 平 9. 9. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区倉掛２丁目１－１常　勤:    1科医院　理事長　岡本 組織変更 産婦 現存
     ０ (医       1)　悦治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87102,1814,7 小田内科 〒733-0003 082-237-3821忌部　明 忌部　明 平 9. 1. 1内   呼   胃  診療所
     広島市西区三篠町１－２－２９ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87202,1816,2 加藤内科クリニック 〒731-5127 082-921-0029医療法人加藤内科クリ加藤　雅史 平16.10. 1内   診療所
     広島市佐伯区五日市１丁目５－６常　勤:    1ニック　理事長　加藤 組織変更 現存
     １ (医       1)　雅史 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87302,1817,0 島本内科循環器科・皮〒731-0137 082-850-0411医療法人社団　リード島本　博幸 平11. 4. 1循   消   呼  診療所
     フ科 広島市安佐南区山本１丁目１５－常　勤:    2　理事長　島本　博幸 組織変更 皮   現存
     １２ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87402,1820,4 医療法人社団　恵正会〒731-0221 082-810-0188医療法人社団　恵正会二宮　正則 平11. 4. 1一般        19診療所
     　二宮内科 広島市安佐北区可部５丁目１４－常　勤:    2　理事長　二宮　正則 組織変更 内   循   消  現存
     １６ (医       2) 平29. 4. 1放   麻   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87502,1822,0 医療法人社団　岡本眼〒731-0221 082-810-0288医療法人社団　岡本眼岡本　勲夫 平13.10. 1一般         4診療所
     科 広島市安佐北区可部５丁目１４－常　勤:    1科　理事長　岡本　勲 組織変更 眼   現存
     １６ (医       1)夫 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87602,1824,6 医療法人社団　岡野皮〒731-0221 082-810-0266医療法人社団　岡野皮岡野　伸二 平14.10. 1皮   形外 診療所
     ふ科クリニック 広島市安佐北区可部５丁目１４－常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     １６ (医       1)長　岡野　伸二 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87702,1825,3 医療法人社団　おると〒730-0842 082-503-4880医療法人社団　おると村瀬　正昭 平16. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     会　浜脇整形外科リハ広島市中区舟入中町１１－７ 常　勤:    1会　理事長　今井　澄 移転 現存
     ビリセンター (医       1)伊 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
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  87802,1826,1 石井内科胃腸科 〒731-0113 082-874-5511医療法人社団銀杏会　石井　英明 平12. 4. 1内   他   呼  診療所
     広島市安佐南区西原７丁目５－４常　勤:    1理事長　石井　英明 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1他－２件　胃腸
     内科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87902,1827,9 医療法人社団　にし小〒731-0221 082-810-0277医療法人社団　にし小西　佳子 平11. 9. 1小   診療所
     児科 広島市安佐北区可部５丁目１４－常　勤:    1児科　理事長　西　佳 組織変更 現存
     １６ (医       1)子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88002,1828,7 ふじた消化器内科クリ〒731-0122 082-870-6688藤田　粛 藤田　粛 平 9. 7. 1内   他   心内診療所
     ニック 広島市安佐南区中筋４丁目１３－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88102,1829,5 宮国耳鼻咽喉科クリニ〒730-0847 082-292-3800宮國　泰明 宮國　泰明 平 9. 8. 1耳   診療所
     ック 広島市中区舟入南４丁目５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88202,1830,3 むねの眼科医院 〒739-1742 082-840-0550宗野　浩一 宗野　浩一 平 9. 9. 1眼   診療所
     広島市安佐北区亀崎１丁目２－２常　勤:    1 新規 現存
     ６第２タウンセンタービル３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88302,1831,1 小松内科クリニック 〒731-5115 082-928-2828小松　晃一 小松　晃一 平 9.10. 1内   消   循  診療所
     広島市佐伯区八幡東３丁目２８－常　勤:    1 新規 現存
     １７クロスロード４Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88402,1832,9 医療法人社団　慈恵会〒733-0003 082-509-3311医療法人社団　慈恵会今田　貴子 平15. 9. 1一般        19診療所
     　いまだクリニック 広島市西区三篠町１丁目３－１７常　勤:    1　理事長　今田　哲二 移転 眼   内   リハ現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88502,1833,7 和光整形外科クリニッ〒731-5115 082-929-4600医療法人　和光　理事橋本　和典 平16.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 広島市佐伯区八幡東２丁目２８－常　勤:    1長　橋本　和典 組織変更 現存
     ８－７ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88602,1834,5 かなはら医院 〒731-0125 082-877-0615医療法人　社団　幸誠金原　幸司 平17.10. 1内   小   循  診療所
     広島市安佐南区大町西１丁目１－常　勤:    1会　理事長　金原　幸 組織変更 呼   アレ リハ現存
     １０ (医       1)司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88702,1835,2 森下クリニック 〒733-0802 082-509-5511森下　和彦 森下　和彦 平10. 4. 1内   循   胃  診療所
     広島市西区三滝本町２－７－１６常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88802,1836,0 医療法人　ふじい内科〒731-0113 082-850-0860医療法人　ふじい内科藤井　孝司 平14. 5. 1内   循   呼  診療所
     循環器科 広島市安佐南区西原１丁目２５番常　勤:    1循環器科　理事長　藤 組織変更 胃   アレ リハ現存
     １３－１号 (医       1)井　孝司 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88902,1837,8 広島パークヒル病院 〒733-0851 082-274-1600医療法人　和同会　理小熊　信夫 平10. 4. 1一般        18病院
     広島市西区田方２－１６－４５ 常　勤:    4事長　高橋　幹治 新規 療養        96療養病床
     (医       4) 平28. 4. 1内   神内 放  現存
     非常勤:    6 リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89002,1838,6 奥本皮膚科クリニック〒733-0006 082-509-3566奥本　勇二 奥本　勇二 平10. 5. 1皮   アレ 診療所
     広島市西区三篠北町１９－２７池常　勤:    1 新規 現存
     田ビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89102,1839,4 かわもと眼科クリニッ〒733-0006 082-509-3500川本　雅美 川本　雅美 平10. 5. 1眼   診療所
     ク 広島市西区三篠北町１９－２７池常　勤:    1 新規 現存
     田ビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89202,1841,0 和泉内科消化器医院 〒731-3164 082-830-1900医療法人社団いずみ会和泉　健 平15.10. 1内   消   放  診療所
     広島市安佐南区伴東五丁目１９番常　勤:    1　理事長　和泉　健 組織変更 現存
     ２５－３号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89302,1843,6 せせらぎ内科ホームク〒731-0102 082-830-0077大平　亮治 大平　亮治 平17. 5. 1内   呼   消  診療所
     リニック 広島市安佐南区川内５丁目１５－常　勤:    1 移転 循   放   リハ現存
     ７ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89402,1844,4 医療法人　己斐杉本ク〒733-0812 082-271-5557医療法人　己斐杉本ク杉本　涼二 平16. 9. 1内   外   皮  診療所
     リニック 広島市西区己斐本町１丁目２５－常　勤:    1リニック　理事長　杉 組織変更 リハ 胃   アレ現存
     ６ (医       1)本　涼二 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89502,1845,1 広兼眼科 〒731-5115 082-929-4644 兼　賢治 兼　賢治 平11. 1. 1眼   診療所
     広島市佐伯区八幡東３丁目２８－常　勤:    2 新規 現存
     １７ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89602,1846,9 妹尾病院 〒731-0141 082-878-5111妹尾　雅明 妹尾　雅明 平11. 1. 1一般        48病院
     広島市安佐南区相田１丁目１０－常　勤:    2 新規 内   外   他  現存
     ２１ (医       2) 平29. 1. 1心外 リハ リウ
     非常勤:   18 神内 
     (医      18) 他－２件　消化
     器内科、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89702,1848,5 たなか皮ふ科 〒731-0143 082-878-8007田中　康一郎 田中　康一郎 平19. 4. 1皮   診療所
     広島市安佐南区長楽寺１丁目３－常　勤:    1 移転 現存
     ２０ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89802,1849,3 よねざわ脳神経外科ク〒731-3271 082-839-3800米澤　學 米澤　學 平11. 3. 1脳外 内   外  診療所
     リニック 広島市安佐南区沼田町大字阿戸字常　勤:    1 新規 リハ 現存
     上河原３６３５ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89902,1850,1 クリニック　アルペン〒731-0154 082-830-3350医療法人社団　ＩＧＬ江藤　高陽 平14. 4. 1内   外   診療所
     ローゼ 広島市安佐南区上安６丁目３１－常　勤:    2医療会　理事長　富吉 組織変更 現存
     １ (医       2)　俊三 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90002,1853,5 秋山クリニック 〒731-0124 082-870-3322医療法人　松風会　理秋山　弘彦 平18.12. 1胃   内   循  診療所
     広島市安佐南区大町東２丁目１２常　勤:    1事長　秋山　弘彦 移転 呼   アレ 外  現存
     －２４ (医       1) 平24.12. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90102,1855,0 えもり内科クリニック〒733-0823 082-507-3811江盛　圭史 江盛　圭史 平11. 5. 1内   消   診療所
     広島市西区庚午南２丁目３５－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90202,1858,4 医療法人　崇光会　山〒731-5115 082-926-0212医療法人　崇光会　理山村　聡 平16. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     村整形外科 広島市佐伯区八幡東４丁目２１－常　勤:    1事長　山村　聡 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90302,1863,4 たがしらクリニック 〒733-0012 082-297-6671田頭　尚 田頭　尚 平11.11. 1胃   外   内  診療所
     広島市西区中広町２丁目２２－２常　勤:    1 新規 リハ こう 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90402,1869,1 木下クリニック 〒733-0033 082-231-3393医療法人社団　木下ク木下　増二 平13. 1. 1内   胃   消  診療所
     広島市西区観音本町２丁目３－１常　勤:    1リニック　理事長　木 移転 呼   循   小  現存
     (医       1)下　増二 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90502,1870,9 みつだ循環器科内科 〒731-0223 082-819-1201医療法人　みつだ循環満田　廣樹 平14.11. 1循   内   診療所
     広島市安佐北区可部南４丁目９－常　勤:    1器科内科　理事長　満 組織変更 現存
     ４１ (医       1)田　廣樹 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90602,1871,7 重症児・者福祉医療施〒731-5122 082-943-8888社会福祉法人三篠会　加 　聰 平12. 4. 1一般        55病院
     (02,3000,7) 設　鈴が峰 広島市佐伯区五日市町皆賀１０４常　勤:    2理事長　酒井　亮介 新規 療養        55現存
     －２７ (医       2) 平30. 4. 1内   小   歯  
     非常勤:   35
     (医      33)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90702,1872,5 やの皮ふ科 〒731-0223 082-819-1170医療法人　やの皮ふ科矢野　貴彦 平14. 4. 1皮   アレ 診療所
     広島市安佐北区可部南４丁目９－常　勤:    1　理事長　矢野　貴彦 組織変更 現存
     ４１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90802,1874,1 医療法人　はまだ小児〒733-0812 082-507-1500医療法人　はまだ小児濵田　浩之 平18.11. 1小   診療所
     クリニック 広島市西区己斐本町１丁目２５－常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ８ (医       1)濵田　浩之 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90902,1875,8 二神内科胃腸科 〒733-0816 082-507-8484二神　安弘 二神　安弘 平12. 5. 1内   胃   消  診療所
     広島市西区己斐大迫２丁目１９－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91002,1877,4 マツモト外科整形外科〒731-3164 082-848-4311松本　治之 松本　治之 平12. 6. 1外   整外 リウ診療所
     広島市安佐南区伴東５丁目１２番常　勤:    2 新規 リハ 現存
     ４号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91102,1880,8 医療法人社団　淳愛会〒731-5127 082-925-6611医療法人社団　淳愛会木谷　和夫 平15.10. 1小   診療所
     　きだに小児科 広島市佐伯区五日市１丁目３－１常　勤:    1　きだに小児科　理事 組織変更 現存
     ４ (医       1)長　木谷　和夫 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91202,1888,1 ひらの眼科 〒733-0812 082-507-7776平野　直彦 平野　直彦 平12.12. 1眼   診療所
     広島市西区己斐本町３丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     １５ドミエ－ル高村ビル１Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91302,1889,9 舛田内科・消化器科 〒731-5128 082-943-5015医療法人　舛田内科・舛田　一成 平17. 5. 1内   消   診療所
     広島市佐伯区五日市中央５丁目８常　勤:    1消化器科　理事長　舛 組織変更 現存
     －１７ (医       1)田　一成 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91402,1891,5 あまき内科泌尿器科医〒731-5128 082-922-2366池本　秀昭 池本　秀昭 平13. 1. 1内   ひ   診療所
     院 広島市佐伯区五日市中央２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91502,1895,6 医療法人社団　三上脳〒731-0221 082-819-2282医療法人社団　三上脳三上　貴司 平15.10. 1脳外 神内 リハ診療所
     神経外科 広島市安佐北区可部５丁目１４－常　勤:    1神経外科　理事長　三 組織変更 放   現存
     １６ (医       1)上　貴司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91602,1896,4 よしみつこどもクリニ〒731-0124 082-831-5272医療法人　オリーブ会吉光　辰男 平16. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 広島市安佐南区大町東１丁目８－常　勤:    1　理事長　吉光　辰男 組織変更 現存
     ２５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91702,1898,0 島本内科循環器科・皮〒731-0137 082-850-0411医療法人社団　リード島本　博幸 平13. 5. 1内   循   診療所
     フ科分院 広島市安佐南区山本１丁目１５－常　勤:    2　理事長　島本　博幸 新規 現存
     ８ (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91802,1899,8 やまだ皮ふ科 〒731-5115 082-926-1271山田　悟 山田　悟 平13. 5. 1皮   アレ 診療所
     広島市佐伯区八幡東３丁目２８－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91902,1900,4 平岡内科医院 〒730-0843 082-296-1280医療法人社団　恵仁会平岡　俊仁 平13. 5. 1内   消   放  診療所
     広島市中区舟入本町１５－１９ 常　勤:    1　平岡内科医院　理事 新規 現存
     (医       1)長　平岡　俊仁 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92002,2100,0 くしろ外科胃腸科クリ〒733-0006 082-237-1512久代　淳一 久代　淳一 平13. 6. 1外   胃   こう診療所
     ニック 広島市西区三篠北町１９－２７イ常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     ケダビル５Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92102,2101,8 医療法人　社団　こに〒731-5155 082-926-1524医療法人　社団　こに小西　英己 平16.10. 1小   診療所
     しこどもクリニック 広島市佐伯区城山２丁目２－４ 常　勤:    1しこどもクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　小西　英己 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92202,2103,4 藤原整形外科クリニッ〒731-0103 082-831-8800藤原　康洋 藤原　康洋 平13. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 広島市安佐南区緑井５丁目９－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92302,2104,2 松尾胃腸科内科医院 〒733-0841 082-278-0325松尾　泰夫 松尾　泰夫 平13. 6. 1胃   内   診療所
     広島市西区井口明神２－７－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92402,2105,9 おきた内科クリニック〒739-1732 082-841-0033医療法人　おきた内科沖田　英明 平15.10. 1内   循   消  診療所
     広島市安佐北区落合南１丁目１１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 呼   リウ リハ現存
     －１５ (医       1)沖田　英明 平27.10. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92502,2107,5 サザンクリニック　整〒730-0833 082-234-5557山本　竜 山本　竜 平13.10. 1整外 内   小  診療所
     形外科・内科 広島市中区江波本町５－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92602,2108,3 高陽整形外科クリニッ〒739-1733 082-841-0015医療法人社団　飛翔会今田　岳男 平14.12. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 広島市安佐北区口田南８丁目１４常　勤:    1　理事長　寛田　司 組織変更 現存
     －１３ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92702,2112,5 こもりクリニック 〒731-1142 082-835-3755医療法人　秀陽会　理小森　玲子 平16.10. 1一般         6診療所
     広島市安佐北区安佐町飯室１５６常　勤:    2事長　小森　玲子 組織変更 外   形外 眼  現存
     ９－１ (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92802,2113,3 はまさきこどもクリニ〒733-0822 082-507-3715医療法人　はまさきこ濵﨑　 平16.10. 1小   診療所
     ック 広島市西区庚午中３丁目５－１３常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　濵﨑　 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92902,2114,1 上原内科クリニック 〒731-0101 082-873-6555上原　茂行 上原　茂行 平14. 4. 1内   他   診療所
     広島市安佐南区八木８丁目１１－常　勤:    1 新規 他３件－呼吸器現存
     １０ (医       1) 平26. 4. 1内科・消化器内
     科・循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93002,2115,8 森岡神経内科 〒731-0223 082-819-0006医療法人　森岡神経内森岡　壯充 平15.10. 1神   神内 心内診療所
     広島市安佐北区可部南４丁目９－常　勤:    1科　理事長　森岡　壯 組織変更 精   内   現存
     １７ (医       1)充 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93102,2118,2 さとう内科循環器科 〒731-0103 082-879-6767佐藤　哲史 佐藤　哲史 平14. 3. 9内   循   診療所
     広島市安佐南区緑井５丁目９－９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93202,2122,4 中島クリニック 〒731-5133 082-922-1500中島　哲夫 中島　哲夫 平14. 9. 1精   心内 内  診療所
     広島市佐伯区旭園４－２９山根ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93302,2123,2 寺迫麻酔科医院 〒731-0113 082-846-3833寺迫　潔 寺迫　潔 平14. 9. 1麻   診療所
     広島市安佐南区西原１丁目２１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93402,2125,7 おむら耳鼻咽喉科 〒731-0124 082-831-7220医療法人　朝日会　理小村　良 平18. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     広島市安佐南区大町東１丁目８－常　勤:    1事長　小村　良 組織変更 現存
     ２５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93502,2127,3 リハビリテーション脳〒733-0021 082-532-5099井口　太 井口　太 平14.12. 1精   内   整外診療所
     神経外科　井口クリニ広島市西区上天満町７－１３（株常　勤:    1 新規 脳外 リハ 神内現存
     ック ）井口家具百貨店　西館４階 (医       1) 平26.12. 1心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93602,2128,1 古江中野眼科 〒733-0873 082-271-5860医療法人　古江中野眼中野　徹 平15. 4. 1眼   診療所
     広島市西区古江新町１－２２ 常　勤:    3科　理事長　中野　徹 新規 現存
     (医       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93702,2129,9 片岡内科クリニック 〒731-0103 082-831-0110医療法人　片岡内科ク片岡　伸久朗 平16.10. 1内   診療所
     広島市安佐南区緑井１丁目５－１常　勤:    1リニック　理事長　片 組織変更 現存
     －３０３ (医       1)岡　伸久朗 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93802,2130,7 三滝参道クリニック 〒733-0802 082-230-8555医療法人　みやうち　野村　陽平 平15. 4. 1内   精   神内診療所
     広島市西区三滝本町二丁目１３番常　勤:    1理事長　野村　陽平 新規 心内 放   現存
     ３４－１号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93902,2131,5 青木耳鼻咽喉科クリニ〒731-5127 082-923-0445青木　正則 青木　正則 平15. 5. 1耳い アレ 診療所
     ック 広島市佐伯区五日市４丁目４－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94002,2132,3 中岡内科 〒731-0223 082-819-3701医療法人社団　恵正会中岡　浩一 平15. 7. 1内   循   消  診療所
     広島市安佐北区可部南２丁目１４常　勤:    1　理事長　二宮　正則 新規 呼   放   精  現存
     －１４ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94102,2134,9 医療法人社団　一陽会〒733-0011 082-231-0111医療法人社団　一陽会山下　和臣 平15. 7. 1内   他   診療所
     　横川クリニック 広島市西区横川町２－７－１９横常　勤:    1　理事長　原田　知 新規 他：腎臓内科（現存
     川メディカルプラザ (医       1) 平27. 7. 1人工透析）、消
     非常勤:   17 化器内科（内視
     (医      17) 鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94202,2135,6 すやま眼科クリニック〒733-0011 082-532-6696医療法人　千草会　理須山　収作 平18. 4. 1眼   診療所
     広島市西区横川町２丁目７－１９常　勤:    1事長　須山　貴子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94302,2136,4 よこがわ駅前クリニッ〒733-0011 082-294-8811医療法人　せのがわ　下原　篤司 平15. 7. 1内   心内 精  診療所
     ク 広島市西区横川町２丁目７－１９常　勤:    2理事長　下原　千夏 新規 他   現存
     (医       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94402,2139,8 川口クリニック 〒733-0822 082-274-6655医療法人　川口クリニ川口　正晴 平19. 4. 1外   内   消  診療所
     広島市西区庚午中３丁目６－１１常　勤:    3ック　理事長　川口　 組織変更 呼   心内 こう現存
     (医       3)正晴 平25. 4. 1リハ 
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  94502,2140,6 医療法人社団　高陽耳〒739-1742 082-841-6687医療法人社団　高陽耳武内　成治 平17. 4. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 広島市安佐北区亀崎１丁目２－４常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　武 組織変更 現存
     (医       1)内　成治 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94602,2142,2 広島市西部こども療育〒731-5138 082-943-6831広島市長　松井　一實山根　希代子 平16. 1. 1小   精   神  診療所
     センター附属診療所 広島市佐伯区海老山南２丁目２－常　勤:    2 新規 整外 現存
     １８ (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94702,2143,0 わんぱくキッズクリニ〒731-0112 082-850-1755吉光　千記 吉光　千記 平16. 3. 1小   診療所
     ック 広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     　４Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94802,2145,5 しらたきクリニック 〒731-5116 082-926-4811医療法人　青葉会　理白瀧　正昇 平18. 5. 1内   消   循  診療所
     広島市佐伯区八幡２丁目６－１６常　勤:    1事長　白瀧　正昇 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94902,2148,9 今井整形外科クリニッ〒731-0153 082-847-1341今井　一彦 今井　一彦 平16. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 広島市安佐南区安東２丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95002,2149,7 耳鼻咽喉科くにもと医〒731-3164 082-811-8133國本　優 國本　優 平16. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     院 広島市安佐南区伴東７丁目５９番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95102,2153,9 森近内科 〒731-0112 082-850-0502森近　豊 森近　豊 平16.10. 1内   消   循  診療所
     広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    1 新規 呼   アレ リハ現存
     　３Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95202,2155,4 はだ脳神経外科 〒739-1734 082-841-4770医療法人薫風会　理事羽田　浩 平19. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     広島市安佐北区口田３丁目２６－常　勤:    1長　羽田　浩 組織変更 現存
     ５　 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95302,2156,2 どんぐり小児科 〒733-0035 082-297-5656山本　恵 山本　恵 平16.12. 1小   アレ 診療所
     広島市西区南観音２丁目７－２１常　勤:    1 新規 現存
     　平野ビル１Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95402,2160,4 たかはし小児科アレル〒739-1734 082-841-2661高橋　明裕 高橋　明裕 平17. 1. 1小   内   診療所
     ギー科クリニック 広島市安佐北区口田３丁目２６－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95502,2161,2 内科（糖尿病）　久安〒733-0033 082-291-6645大久保　雅通 大久保　雅通 平17. 1. 1内   他   診療所
     医院 広島市西区観音本町２丁目７－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95602,2164,6 緑井レディースクリニ〒731-0103 082-831-2300林谷　誠治 林谷　誠治 平17. 4. 1婦   診療所
     ック 広島市安佐南区緑井１丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     －３０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95702,2165,3 村上産婦人科クリニッ〒731-0231 082-819-1333医療法人耕仁会　理事村上　朋弘 平19. 5. 1産婦 診療所
     ク 広島市安佐北区亀山２丁目６－２常　勤:    1長　村上　朋弘 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95802,2166,1 みささ内科消化器科ク〒733-0006 082-230-5150山本　惣一郎 山本　惣一郎 平17. 4. 1内   消   小  診療所
     リニック 広島市西区三篠北町１９－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95902,2167,9 医療法人社団　公仁会〒733-0013 082-296-0110医療法人社団　公仁会槇殿　敦 平17. 4. 1一般        28病院
     　槇殿順記念病院 広島市西区横川新町８－２１ 常　勤:    8　理事長　槇殿　良子 その他 放   他   内  現存
     (医       8) 平29. 4. 1麻   婦   眼  
     非常勤:    7 他　腫瘍外科
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96002,2168,7 石井整形外科リハビリ〒731-0137 082-875-0022医療法人　至誠会　理石井　謙一郎 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 広島市安佐南区山本１丁目９－２常　勤:    1事長　石井　謙一郎 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96102,2169,5 杉原内科クリニック 〒731-0137 082-875-7602杉原　徹 杉原　徹 平17. 5. 1内   胃   消  診療所
     広島市安佐南区山本１丁目９－２常　勤:    1 新規 現存
     ６クリニックモール祇園２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96202,2170,3 生協さえき病院 〒731-5115 082-926-4511広島中央保健生活協同福山　慎二 平17. 6. 1一般        44病院
     広島市佐伯区八幡東３丁目１１－常　勤:    5組合　代表理事　理事 新規 一般        10療養病床
     ２９ (医       3)長　藤原秀文 平29. 6. 1療養        60現存
     (歯       2) 内   呼   消  
     非常勤:   19 循   整外 リハ
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96302,2175,2 西山皮ふ科アレルギー〒731-0137 082-875-0039医療法人　西山皮ふ科西山　成寿 平20. 5. 1皮   アレ 診療所
     科 広島市安佐南区山本１丁目９－２常　勤:    1アレルギー科　理事長 組織変更 現存
     ６ (医       1)　西山　成寿 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96402,2176,0 広島平和クリニック 〒730-0856 082-532-2211医療法人社団　葵会　廣川　裕 平17. 7. 1放   診療所
     広島市中区河原町１－３１ 常　勤:    4理事長　新谷　幸義 新規 現存
     (医       4) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96502,2178,6 まゆみ眼科クリニック〒731-0112 082-832-5878岡田　真弓 岡田　真弓 平17.10. 1眼   診療所
     広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     　３０２ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96602,2179,4 矢野脳神経外科・やの〒731-3167 082-849-2500矢野　隆 矢野　隆 平17.11. 1脳外 神内 リハ診療所
     こどもクリニック 広島市安佐南区大塚西一丁目２４常　勤:    2 新規 小   現存
     番１２号 (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96702,2180,2 コールメディカルクリ〒733-0877 082-527-0455医療法人　社団　ＣＭ藤岡　泰博 平19.12. 1内   リハ 診療所
     ニック広島 広島市西区古田台２丁目１２－９常　勤:    6Ｃ　理事長　藤岡　泰 移転 現存
     (医       6)博 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96802,2183,6 湯来まつむらクリニッ〒738-0512 0829-40-5603医療法人　松村循環器松村　誠 平18. 1. 1内   他   外  診療所
     ク 広島市佐伯区湯来町大字白砂棡曽常　勤:    1・外科医院　理事長　 新規 呼内 現存
     利５９０ (医       1)松村　誠 平30. 1. 1循環器内科、消
     非常勤:    1 化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96902,2184,4 おおひら内科クリニッ〒733-0815 082-275-3001大平　法尚 大平　法尚 平18. 1. 1内   循   呼  診療所
     ク 広島市西区己斐上１丁目１１－３常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97002,2187,7 木村内科・消化器科 〒733-0821 082-507-5015木村　学 木村　学 平18. 4. 1内   他   診療所
     広島市西区庚午北２丁目２２－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97102,2189,3 むらき小児科 〒733-0821 082-527-0215村木　幸太郎 村木　幸太郎 平18. 4. 1小   診療所
     広島市西区庚午北２丁目２２－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97202,2192,7 藤田やすよ皮膚科クリ〒733-0012 082-295-1124藤田　康代 藤田　康代 平18. 5. 1皮   アレ 診療所
     ニック 広島市西区中広町３丁目８－１２常　勤:    1 新規 現存
     －２号　Ｍビル４Ｆ (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

［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   107 頁

  97302,2195,0 さんよう水野病院 〒731-0102 082-831-7878医療法人　みずの会　水野　一枝 平18. 7. 1療養       100病院
     広島市安佐南区川内４丁目１３－常　勤:    2理事長　水野　敏之 移転 内   呼内 他  療養病床
     ３３ (医       2) 平30. 7. 1心内 アレ リウ現存
     非常勤:   56 リハ 
     (医      56) 循環器内科、消
     化器内科、血液
     内科、糖尿病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97402,2196,8 わかばクリニック 〒733-0812 082-275-2600佐々木　茂 佐々木　茂 平18. 9. 1内   消   呼  診療所
     広島市西区己斐本町１－９－２０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97502,2198,4 にいみ皮ふ科アレルギ〒731-0102 082-830-0006新見　直正 新見　直正 平18.10. 1皮   アレ 診療所
     ー科 広島市安佐南区川内５丁目３１－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97602,2199,2 ありしげ耳鼻咽喉科 〒733-0035 082-503-3311有重　秀三 有重　秀三 平18.10. 1耳い 診療所
     広島市西区南観音２－７－２１　常　勤:    1 新規 現存
     平野ビル２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97702,2202,4 たかいしクリニック 〒731-5142 082-943-7307高石　英樹 高石　英樹 平18.11. 1内   他   診療所
     広島市佐伯区坪井１丁目２１－４常　勤:    2 新規 現存
     ３ (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97802,2207,3 五月が丘クリニック 〒731-5101 082-941-7373二神　浩司 二神　浩司 平19. 2. 1内   胃   診療所
     広島市佐伯区五月が丘５丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     －９ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97902,2210,7 林クリニック 〒738-0603 0826-23-0005医療法人社団　盛友会林　和成 平19. 4. 1一般         7診療所
     広島市佐伯区湯来町大字下９８７常　勤:    1　理事長　林　和成 組織変更 療養        12療養病床
     番地 (医       1) 平25. 4. 1内   小   胃  現存
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98002,2212,3 水入皮フ科クリニック〒731-0124 082-831-4112水入　康弘 水入　康弘 平19. 4. 1皮   診療所
     広島市安佐南区大町東２丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98102,2215,6 安佐在宅診療クリニッ〒731-0103 082-831-6306森谷　知恵 森谷　知恵 平19. 5. 1内   呼   診療所
     ク 広島市安佐南区緑井６丁目３７－常　勤:    1 新規 現存
     ５　ドミール藤沢１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
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  98202,2216,4 神安内科クリニック 〒731-0124 082-831-1122神安　雅哉 神安　雅哉 平19. 5. 1内   消   呼  診療所
     広島市安佐南区大町東１丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ２５ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98302,2217,2 サカ緑井病院 〒731-0103 082-879-0099医療法人サカもみの木寺山　弘志 平19. 5. 1一般        32病院
     (02,3574,1) 広島市安佐南区緑井６丁目２８－常　勤:   10会　理事長　坂　信一 新規 整外 内   外  現存
     １ (医       7) 平25. 5. 1リウ リハ 麻  
     (歯       2) 歯   
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98402,2219,8 前田皮ふ科医院 〒731-0154 082-878-0202前田　元朗 前田　元朗 平19. 6. 1皮   診療所
     広島市安佐南区上安２丁目４－３常　勤:    1 新規 現存
     ９　２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98502,2223,0 吉貴眼科 〒730-0805 082-532-8032吉貴　弘佳 吉貴　弘佳 平19. 9. 1眼   診療所
     広島市中区十日市町２－８－１３常　勤:    1 新規 現存
     　ラ・メゾン泰１Ｆ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98602,2226,3 永田クリニック 〒733-0872 082-527-0888医療法人社団　永慈会永田　裕 平19.11. 1内   脳外 放  診療所
     広島市西区古江東町７－２５ 常　勤:    1　理事長　永田　裕 新規 アレ リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98702,2227,1 池田内科クリニック 〒731-0144 082-832-8600池田　和久 池田　和久 平19.12. 1内   循   呼  診療所
     広島市安佐南区高取北１丁目４－常　勤:    1 新規 消   アレ 現存
     ２５－１ジョイパレス高取駅前１(医       1) 平25.12. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98802,2229,7 東洋堂クリニック 〒733-0812 082-272-8374佐藤　健雄 佐藤　健雄 平20. 1. 1内   眼   診療所
     広島市西区己斐本町１－１４－３常　勤:    1 移転 現存
     　広島Ｔ＆Ｙビル５０６ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98902,2235,4 毘沙門クリニック 〒731-0103 082-831-0108医療法人　あすか　理大北　和彦 平20. 8. 1一般        19診療所
     広島市安佐南区緑井３丁目４０－常　勤:    2事長　高橋　勲 新規 内   リハ 現存
     ３０ (医       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99002,2236,2 西原なかむらクリニッ〒731-0113 082-874-1333中村　洋 中村　洋 平20. 9.25内   他   診療所
     ク 広島市安佐南区西原８丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５－３０２ (医       1) 平26. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99102,2239,6 あおぞら診療所 〒731-5141 082-943-4158医療法人社団　あおぞ小林　政則 平20.10. 1内   診療所
     広島市佐伯区千同１丁目２５番１常　勤:    1ら診療所　理事長　小 新規 現存
     ０－２号 (医       1)林　政則 平26.10. 1
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  99202,2240,4 はやしクリニック 〒731-5116 082-929-0884医療法人社団　はやし林　載鳳 平20.10. 1内   他   診療所
     広島市佐伯区八幡１丁目２２－１常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     １ (医       1)林　載鳳 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99302,2241,2 大村クリニック 〒731-5126 082-922-0010大村　真司 大村　真司 平20.11. 1内   他   診療所
     広島市佐伯区新宮苑３－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99402,2245,3 勝木台クリニック 〒731-0233 082-819-0333医療法人　社団　きら有吉　正憲 平21. 2. 1内   他   歯  診療所
     (02,3515,4) 広島市安佐北区亀山西一丁目２番常　勤:    1ら友正会　理事長　有 組織変更 現存
     １号 (医       1)吉　正憲 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99502,2247,9 医療法人社団　聖愛会〒731-0113 082-850-3116医療法人社団　聖愛会桑原　健太郎 平21. 3. 1一般        30病院
     　ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原八丁目２９番常　勤:    4　理事長　島筒　和史 移転 療養        60療養病床
     ２４号 (医       4) 平27. 3. 1内   外   他  現存
     非常勤:   21 整外 皮   リハ
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99602,2249,5 川岡内科クリニック 〒731-5135 082-922-0022川岡　弘治 川岡　弘治 平21. 2.18内   他   ひ  診療所
     広島市佐伯区海老園二丁目３番８常　勤:    1 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 2.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99702,2250,3 舟入山本内科クリニッ〒730-0843 082-503-7575山本　真一 山本　真一 平21. 4. 1内   他   診療所
     ク 広島市中区舟入本町１３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99802,2252,9 大石整形外科リウマチ〒733-0815 082-271-0054医療法人社団　大石整大石　二郎 平21. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 広島市西区己斐上一丁目１１番３常　勤:    1形外科リウマチクリニ 組織変更 現存
     ６号 (医       1)ック　理事長　大石　 平27. 4. 1
     非常勤:    1二郎
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99902,2253,7 うえき泌尿器科クリニ〒731-0221 082-810-0300植木　哲裕 植木　哲裕 平21. 4. 1ひ   診療所
     ック 広島市安佐北区可部４丁目６－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100002,2254,5 よりしま内科外科医院〒731-0138 082-874-0020医療法人　ユア・メデ頼島　敬 平21. 3.23内   外   他  診療所
     広島市安佐南区祇園六丁目２１－常　勤:    2ィック　理事長　頼島 移転 リハ 放   アレ現存
     １６ (医       2)　敬 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100102,2255,2 つじ心療内科 〒731-0112 082-850-3055 　誠一 　誠一 平21. 7. 1心内 精   神内診療所
     広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     シーブリーズ東原７番館２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100202,2257,8 平岩内科 〒733-0822 082-507-7490医療法人ひばり　理事平岩　健太郎 平21. 8.17内   小   麻  診療所
     広島市西区庚午中１丁目６－２１常　勤:    1長　平岩　健太郎 移転 アレ 精   現存
     (医       1) 平27. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100302,2258,6 山本皮膚科医院 〒733-0031 082-231-1177医療法人ながつき会　山本　匡 平21. 8. 3皮   アレ 診療所
     広島市西区観音町１５番１号 常　勤:    1理事長　山本　匡 移転 現存
     (医       1) 平27. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100402,2260,2 ふじたクリニック 〒733-0863 082-270-5515藤田　信弘 藤田　信弘 平21.10. 1外   内   他  診療所
     広島市西区草津南四丁目６－５－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100502,2262,8 森耳鼻咽喉科医院 〒731-0113 082-874-1731森　良樹 森　良樹 平21.10. 1耳い 診療所
     広島市安佐南区西原四丁目１１番常　勤:    1 交代 現存
     ２１号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100602,2263,6 城谷内科医院 〒731-0141 082-878-8426医療法人社団みどり会城谷　良文 平21.10. 1内   他   小  診療所
     広島市安佐南区相田２丁目４－１常　勤:    1　城谷内科医院　城谷 移転 アレ 現存
     ９ (医       1)　良文 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100702,2264,4 地主クリニック 〒731-0138 082-871-8885医療法人地主クリニッ地主　和人 平21.11. 1内   外   他  診療所
     広島市安佐南区 園二丁目１２番常　勤:    1ク　理事長　地主　和 組織変更 整外 アレ リハ現存
     １９号 (医       1)人 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100802,2267,7 かわした泌尿器科クリ〒731-0112 082-832-2805医療法人　新緑会　理川下　英三 平22. 5. 1ひ   診療所
     ニック 広島市安佐南区東原一丁目１番２常　勤:    1事長　川下　英三 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100902,2268,5 清水眼科 〒733-0022 082-231-5755医療法人　清水眼科　清水　荘一郎 平22. 5. 1眼   診療所
     広島市西区天満町１３番１号２Ｆ常　勤:    1理事長　清水　荘一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101002,2269,3 末井内科 〒731-0101 082-873-3030末井　直 末井　直 平22. 6. 1内   呼   消  診療所
     広島市安佐南区八木４－６－４ 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101102,2272,7 医療法人社団　やまさ〒731-0223 082-819-2701医療法人社団　やまさ山嵜　彩 平22.10. 1整外 リウ リハ診療所
     き整形外科 広島市安佐北区可部南２－１４－常　勤:    1き整形外科　理事長　 組織変更 現存
     １４ (医       1)山嵜　彩 平28.10. 1
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 101202,2273,5 平岡内科クリニック 〒733-0011 082-503-2107医療法人　栄平会　理平岡　徹郎 平22.10. 1内   他   診療所
     広島市西区横川町２丁目７－１９常　勤:    1事長　平岡　徹郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101302,2274,3 しのだ皮ふ科 〒733-0011 082-231-3377医療法人　よこがわ　篠田　勧 平22.10. 1皮   アレ 診療所
     広島市西区横川町二丁目９番２２常　勤:    1理事長　篠田　勧 組織変更 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101402,2275,0 ふじたこどもクリニッ〒731-0221 082-815-5515藤田　篤史 藤田　篤史 平22.11. 1小   診療所
     ク 広島市安佐北区可部４丁目２３－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101502,2276,8 小島クリニック 〒731-0138 082-874-2262医療法人誠正会　理事小島　健作 平22.11. 1内   外   他  診療所
     広島市安佐南区祇園四丁目８番５常　勤:    2長　小島　健作 組織変更 整外 リハ 現存
     号 (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101602,2277,6 小田内科クリニック 〒731-0221 082-815-5511小田　清 小田　清 平22.11. 1内   他   診療所
     広島市安佐北区可部４丁目２３－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101702,2278,4 日域整形外科クリニッ〒731-5125 082-943-7300医療法人日域整形外科日域　淳一郎 平22.12. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 広島市佐伯区五日市駅前一丁目５常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     番１８号 (医       1)日域　淳一郎 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101802,2279,2 ながお脳神経外科クリ〒731-5125 082-943-5882長尾　光史 長尾　光史 平22.12. 1脳外 リハ 放  診療所
     ニック 広島市佐伯区五日市駅前１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１８－３０１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101902,2280,0 田代耳鼻咽喉科医院 〒731-0153 082-878-2486医療法人社団　田代耳田代　亨 平22.12. 1耳い 診療所
     広島市安佐南区安東二丁目１４番常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移転 現存
     １９号 (医       1)　田代　亨 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102002,2281,8 一般社団法人　安佐医〒731-0221 082-814-9910一般社団法人　安佐医満田　広樹 平23. 3.22内   診療所
     師会　安佐医師会可部広島市安佐北区可部四丁目１１番常　勤:    1師会　会長　吉川　正 新規 現存
     夜間急病センター ２８号 (医       1)哉 平29. 3.22
     非常勤:   82
     (医      82)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102102,2284,2 野島内科医院 〒731-5127 082-922-5552医療法人社団慶広会　野島　崇樹 平23. 4. 1内   他   リウ診療所
     広島市佐伯区五日市二丁目９－４常　勤:    2理事長　野島　直樹 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102202,2285,9 舛本産婦人科医院 〒731-0141 082-878-1111医療法人　新生会　理舛本　暢生 平23. 4. 1一般        19診療所
     広島市安佐南区相田二丁目７番２常　勤:    2事長　舛本　暢生 組織変更 産   婦   現存
     ２号 (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102302,2286,7 こどい内科クリニック〒731-5115 082-928-1112医療法人優和会　理事小土井　淳則 平23. 5. 1内   他   心内診療所
     広島市佐伯区八幡東２丁目２８番常　勤:    1長　小土井　淳則 組織変更 現存
     ５４号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102402,2287,5 可部市頭眼科 〒731-0231 082-815-7677医療法人　至誠会　市市頭　教治 平23. 5. 1眼   診療所
     広島市安佐北区亀山九丁目１２番常　勤:    1頭眼科医院　理事長　 新規 現存
     ４０号 (医       1)市頭　教克 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102502,2288,3 ましの皮ふ科クリニッ〒731-0112 082-832-2834増野　賀子 増野　賀子 平23. 5. 1皮   診療所
     ク 広島市安佐南区東原１丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     　４Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102602,2289,1 斉藤内科医院 〒731-3167 082-849-5750医療法人たちばな会　齋藤　敏史 平23. 5. 1内   他   小  診療所
     広島市安佐南区大塚西四丁目８番常　勤:    1理事長　齋藤　敏史 組織変更 現存
     ３１号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102702,2291,7 いずみ心療内科クリニ〒731-0113 082-850-3388医療法人いずみ心療内和泉　宏明 平23. 5. 1心内 精   診療所
     ック 広島市安佐南区西原６丁目８－４常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     グレイスコート西原１階 (医       1)　和泉　宏明 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102802,2292,5 緑井整形外科 〒731-0103 082-555-8880医療法人サカもみの木中野　壯一郎 平23. 6. 1一般        17診療所
     広島市安佐南区緑井６丁目３５－常　勤:    3会　理事長　坂　信一 新規 整外 リウ リハ現存
     １ (医       3) 平29. 6. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102902,2293,3 馬場クリニック 〒739-1751 082-841-0002医療法人　馬場クリニ馬場　信年 平23. 6. 1内   他   外  診療所
     広島市安佐北区深川五丁目３９番常　勤:    1ック　理事長　馬場　 組織変更 アレ リハ 現存
     ２号 (医       1)信年 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103002,2294,1 サカ整形外科 〒731-0231 082-815-9999医療法人　サカもみの龍味　雅明 平23. 6. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区亀山７丁目５番１常　勤:    1木会　理事長　坂　信 交代 整外 リウ リハ現存
     １号 (医       1)一 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103102,2296,6 西原内科診療所 〒733-0802 082-230-5289西原　秀人 西原　秀人 平23. 8. 1内   診療所
     広島市西区三滝本町二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     －２７号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103202,2298,2 重川クリニック． 〒730-0805 082-232-0909重川　裕 重川　裕 平23.10. 1心内 精   診療所
     広島市中区十日市町１丁目２－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103302,2300,6 原田整形外科病院 〒731-0154 082-878-1125医療法人　昭和　理事原田　昭 平23.10. 1一般        51病院
     広島市安佐南区上安二丁目１５－常　勤:    5長　原田　昭 組織変更 整外 外   リハ現存
     ２７ (医       5) 平29.10. 1リウ 麻   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103402,2301,4 ふじえ小児科 〒731-5115 082-926-2725医療法人ふじえ小児科藤江　篤志 平23.11. 1小   診療所
     広島市佐伯区八幡東三丁目２８番常　勤:    1　理事長　藤江　篤志 組織変更 現存
     １７号　３階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103502,2303,0 のぞみ整形外科ヒロシ〒731-5106 082-929-0009医療法人社団　伯瑛会勝田　佳樹 平24. 4.14整外 リハ 内  診療所
     マ 広島市佐伯区利松３丁目６－３０常　勤:    3　理事長　金田　瑛司 新規 現存
     (医       3) 平30. 4.14
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103602,2306,3 岡本クリニック 〒733-0812 082-271-0405医療法人あろえ会　理岡本　太郎 平24. 4. 1外   他   内  診療所
     広島市西区己斐本町三丁目１１番常　勤:    2事長　岡本　太郎 組織変更 皮   ひ   現存
     ７号 (医       2) 平30. 4. 1他－３件　乳腺
     外科、肛門外科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103702,2307,1 池上内科小児科医院 〒731-0113 082-875-1141池上　義彦 池上　義彦 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     広島市安佐南区西原八丁目３９番常　勤:    3 交代 現存
     １２号 (医       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103802,2309,7 緑井メンタルクリニッ〒731-0103 082-831-5294上西　清 上西　清 平24. 5. 1心内 精   診療所
     ク 広島市安佐南区緑井５丁目２９番常　勤:    1 新規 現存
     １８号－４０１ (医       1) 平30. 5. 1
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 103902,2311,3 武田山医院 〒731-0137 082-850-2250福永　秀 福永　秀 平24. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     広島市安佐南区山本９丁目４－９常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平30. 5. 1他－１件　ペイ
     ンクリニック整
     形外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104002,2312,1 医療法人　すぎもと眼〒731-3168 082-849-6699医療法人すぎもと眼科杦本　栄一郎 平24. 5. 1眼   診療所
     科 広島市安佐南区伴南一丁目５番１常　勤:    1　理事長　杦本　栄一 組織変更 現存
     ８－８号－２０１ (医       1)郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104102,2313,9 西村小児科 〒731-3164 082-849-6030医療法人　西村小児科西村　真一郎 平24. 5. 1小   診療所
     広島市安佐南区伴東五丁目１９番常　勤:    1　理事長　西村　真一 組織変更 現存
     ２３号 (医       1)郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104202,2314,7 にしお小児科アレルギ〒731-0137 082-850-1138医療法人　にしお小児西尾　陽介 平24. 5. 1小   アレ 診療所
     ー科 広島市安佐南区山本一丁目９番２常　勤:    1科アレルギー科　理事 組織変更 現存
     ６号クリニックモール祗園２Ｆ (医       1)長　西尾　陽介 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104302,2315,4 コスモクリニック 〒733-0022 082-234-4567畑村　東一 畑村　東一 平24. 5.18眼   診療所
     広島市西区天満町１８－５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5.18
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104402,2318,8 金尾医院 〒731-0154 082-872-5577医療法人社団金尾医院金尾　元生 平24.11. 1外   他   診療所
     広島市安佐南区上安二丁目２０番常　勤:    1　理事長　金尾　元生 組織変更 現存
     ４４号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104502,2319,6 平尾クリニック 〒731-5125 082-921-3161医療法人　昇　理事長平尾　健 平24.11. 1一般        15診療所
     広島市佐伯区五日市駅前一丁目１常　勤:    3　平尾　健 組織変更 療養         4療養病床
     １番３９号 (医       3) 平24.11. 1整外 リハ 内  現存
     小   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104602,2320,4 みやけ耳鼻咽喉科アレ〒731-5133 082-573-6667医療法人みやけ耳鼻咽三宅　伸之 平24.11. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科 広島市佐伯区旭園２番１７号 常　勤:    1喉科アレルギー科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　三宅　伸之 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104702,2321,2 大島内科循環器内科 〒733-0812 082-271-1333医療法人大島内科循環大島　哲也 平24.11. 1内   他   診療所
     広島市西区己斐本町一丁目１６番常　勤:    1器内科　理事長　大島 組織変更 現存
     １１号 (医       1)　哲也 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104802,2322,0 医療法人社団　恵正会〒731-0221 082-516-5515医療法人社団　恵正会山崎　総一郎 平24.12. 1内   診療所
     　にのみや往診クリニ広島市安佐北区可部五丁目９番３常　勤:    1　理事長　二宮　正則 新規 現存
     ック 号 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104902,2325,3 田村医院 〒731-3363 082-837-2555田村　朋子 田村　朋子 平25. 4. 1一般        19診療所
     広島市安佐北区安佐町くすの木台常　勤:    1 新規 内   他   リハ現存
     ６２番地の１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105002,2326,1 野田耳鼻咽喉科医院 〒731-0221 082-815-8733医療法人　野田耳鼻咽野田　益弘 平25. 4. 1耳い 診療所
     広島市安佐北区可部三丁目３８番常　勤:    2喉科医院　理事長　野 組織変更 現存
     １８号 (医       2)田　益弘 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105102,2328,7 医療法人社団　和楽会〒731-3165 082-848-6111医療法人社団　和楽会伊藤　仁 平25. 4. 8他   内   診療所
     　伊藤内科医院 広島市安佐南区伴中央４丁目７－常　勤:    1　理事長　伊藤　仁 移転 現存
     １０ (医       1) 平25. 4. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105202,2329,5 園すやま眼科クリニ〒731-0137 082-836-3505医療法人千草会　理事須山　貴子 平25. 5. 1眼   診療所
     ック 広島市安佐南区山本三丁目１番１常　勤:    1長　須山　貴子 新規 現存
     ０号 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105302,2330,3 とよた内科クリニック〒731-3167 082-849-6188医療法人　豊心会　理豊田　昌弘 平25. 4. 1内   胃   循  診療所
     広島市安佐南区大塚西三丁目１１常　勤:    1事長　豊田　昌弘 組織変更 外   現存
     番５号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105402,2331,1 中野皮膚科泌尿器科医〒733-0003 082-237-1514中野　進 中野　進 平25. 5. 1皮   ひ   他  診療所
     院 広島市西区三篠町一丁目７番１号常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105502,2332,9 くすの木クリニック 〒733-0002 082-238-7764信原　宏礼 信原　宏礼 平25. 6. 1内   外   診療所
     広島市西区楠木町４－１６－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105602,2333,7 たなか皮ふ科アレルギ〒733-0821 082-507-1800医療法人たなか皮ふ科田中　稔彦 平25. 5. 1皮   アレ 診療所
     ー科 広島市西区庚午北二丁目２２番４常　勤:    1アレルギー科　理事長 組織変更 現存
     号 (医       1)　田中　稔彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 105702,2334,5 上安はるのひ心療科 〒731-0154 082-962-6000原　泰志 原　泰志 平25. 6. 1心内 精   診療所
     広島市安佐南区上安２丁目２９－常　勤:    1 新規 現存
     ３野地ビル２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105802,2335,2 ながしまクリニック 〒731-5132 082-922-2151永嶋　潤 永嶋　潤 平25. 5.20内   外   他  診療所
     広島市佐伯区吉見園２－２２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105902,2336,0 にこにこキッズクリニ〒731-0103 082-831-0415下岡　武史 下岡　武史 平25. 9. 3小   診療所
     ック 広島市安佐南区緑井五丁目２９番常　勤:    1 新規 現存
     １８号緑井ゆめビル１０３号 (医       1) 平25. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106002,2338,6 あき皮ふ科 〒731-0103 082-831-2355安岐　敏行 安岐　敏行 平25.10.15皮   他   形外診療所
     広島市安佐南区緑井５丁目２９－常　勤:    1 新規 他－漢方皮膚科現存
     １８緑井ゆめビル４０３号 (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106102,2339,4 クリニック　いけだ 〒731-0113 082-850-3735医療法人　クリニック池田　宏 平25. 8.20他   呼内 外  診療所
     広島市安佐南区西原１丁目８番１常　勤:    2いけだ　理事長　池田 移転 リハ 現存
     ３号 (医       2)　宏 平25. 8.20消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106202,2340,2 医療法人翠蘭会　加川〒739-1734 082-841-1515医療法人翠蘭会　理事加川　大三郎 平25.10. 1内   診療所
     内科 広島市安佐北区口田三丁目２６番常　勤:    1長　加川　大三郎 組織変更 現存
     ５号ＭＤＲビル４Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106302,2341,0 二階堂耳鼻咽喉科 〒733-0002 082-237-2123二階堂　真史 二階堂　真史 平25.10. 7耳い アレ 診療所
     広島市西区楠木町４丁目１６－１常　勤:    1 移転 現存
     ８ (医       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106402,2342,8 西原セントラルクリニ〒731-0113 082-871-1177医療法人好縁会　理事脇　浩司 平25.11. 1一般        19診療所
     ック 広島市安佐南区西原八丁目３３番常　勤:    3長　下山　直登 新規 内   他   呼内現存
     ３号 (医       3) 平25.11. 1アレ 精   外  
     非常勤:    4 心内 
     (医       4) 消化器内科、胃
     腸内科、糖尿病
     内科、内分泌内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106502,2343,6 コムラ病院 〒731-0141 082-872-2151古村　喬太 古村　喬太 平25.10. 4療養        80病院
     広島市安佐南区相田１－１６－２常　勤:    2 交代 内   外   療養病床
     ９ (医       2) 平25.10. 4 現存
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 106602,2344,4 草津眼科クリニック 〒733-0861 082-208-1700望月　英毅 望月　英毅 平26. 1. 1眼   診療所
     広島市西区草津東２丁目１６－８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106702,2345,1 フジハラレディースク〒731-0138 082-850-1815医療法人つぐお会　理藤原　紹生 平25.12. 1一般        12診療所
     リニック 広島市安佐南区祇園五丁目２番１常　勤:    2事長　藤原　紹生 組織変更 産婦 現存
     号 (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106802,2347,7 吉本内科クリニック 〒730-0831 082-231-9955吉本　直樹 吉本　直樹 平26. 1.27内   神内 心内診療所
     広島市中区江波西１－２８－１０常　勤:    1 移転 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106902,2349,3 小林内科医院 〒731-0221 082-814-3255小林　賢惣 小林　賢惣 平26. 2. 1内   診療所
     広島市安佐北区可部３－１７－１常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     ８ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107002,2350,1 長崎病院 〒733-0013 082-208-5801医療法人厚生堂　理事長崎　孝太郎 平26. 2. 1一般        40病院
     広島市西区横川新町３番１１号 常　勤:   12長　長崎　孝太郎 移転 療養       135療養病床
     (医      12) 平26. 2. 1内   皮   放  現存
     非常勤:   20 リハ 他   
     (医      20) その他（循環器
     内科、呼吸器内
     科、糖尿病内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107102,2351,9 養護老人ホーム　喜生〒731-5143 082-921-1122社会福祉法人　三篠会竹内　陽子 平26. 4. 1内   診療所
     園　診療所 広島市佐伯区三宅二丁目１番２号常　勤:    1　理事長　酒井　亮介 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107202,2352,7 園ふたばこどもクリ〒731-0137 082-871-7770木村　健秀 木村　健秀 平26. 4. 1小   診療所
     ニック 広島市安佐南区山本３丁目１番１常　勤:    1 新規 循環器小児科 現存
     ２号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107302,2353,5 石川内科外科クリニッ〒731-5135 082-923-1100石川　哲大 石川　哲大 平26. 4. 1内   外   診療所
     ク 広島市佐伯区海老園２－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107402,2354,3 メディックス広島脳ド〒730-0051 082-248-4125一般財団法人広島県集三原　千惠 平26. 5. 1脳外 診療所
     ッククリニック 広島市中区大手町一丁目６番２号常　勤:    1団検診協会　理事長　 新規 現存
     (医       1)住吉　寛 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107502,2355,0 まんたに心療内科クリ〒731-5125 082-924-0020医療法人　Ｍｅｄｉｃ萬谷　昭夫 平26. 4. 1精   心内 診療所
     ニック 広島市佐伯区五日市駅前１丁目５常　勤:    1ａｌ　Ｓａｎｃｔｕａ 組織変更 現存
     番１８号グラシアビル３０２ (医       1)ｒｙ　理事長　萬谷　 平26. 4. 1
     非常勤:    1昭夫
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107602,2356,8 医療法人広島ハートセ〒731-0113 082-874-8080医療法人広島ハートセ木村　祐之 平26. 4. 1一般        19診療所
     ンター　広島心臓血管広島市安佐南区西原７丁目８番３常　勤:    5ンター　理事長　木村 組織変更 他   内   リハ現存
     クリニック ８号 (医       5)　祐之 平26. 4. 1循環器内科（主
     たる診療科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107702,2357,6 まつおか内科脳神経内〒731-3168 082-962-7700医療法人まつおか内科松岡　直輝 平26. 4. 1内   神内 脳内診療所
     科 広島市安佐南区伴南一丁目５番１常　勤:    1脳神経内科　理事長　 組織変更 糖尿病内科 現存
     ８－８号西風新都ゆめビル２０３(医       1)松岡　直輝 平26. 4. 1
     号 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107802,2359,2 地方独立行政法人広島〒731-3168 082-849-2803地方独立行政法人広島西川　公一郎 平26. 4. 1一般       100病院
     (02,3589,9) 市立病院機構　広島市広島市安佐南区伴南一丁目３９番常　勤:   11市立病院機構　理事長 交代 リハ 脳内 整外現存
     立リハビリテーション１号 (医      10)　影本　正之 平26. 4. 1脳外 耳い 眼  
     病院 (歯       1) 内   皮   放  
     非常勤:   22 歯   精   ひ  
     (医      21)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107902,2360,0 地方独立行政法人広島〒730-0844 082-232-6149地方独立行政法人広島柳田　実郎 平26. 4. 1一般       140病院
     市立病院機構広島市立広島市中区舟入幸町１４番１１号常　勤:   30市立病院機構　理事長 交代 一般（感染） 現存
     舟入市民病院 (医      30)　影本　正之 平26. 4. 1            16
     非常勤:    4 内   他   精  
     (医       4) 呼内 小   外  
     小外 皮   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   整外 
     他６件、血内、
     内鏡内、消内、
     循内、消外、肛
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108002,2361,8 地方独立行政法人広島〒731-0293 082-815-5211地方独立行政法人広島平林　直樹 平26. 4. 1一般       527病院
     (02,3591,5) 市立病院機構　広島市広島市安佐北区可部南二丁目１番常　勤:  111市立病院機構　理事長 交代 内   脳内 呼内現存
     立安佐市民病院 １号 (医     109)　影本　正之 平26. 4. 1精   小   外  
     (歯       2) 呼外 整外 脳外
     非常勤:   48 心外 皮   ひ  
     (医      47) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) リハ 麻   歯  
     病理 他   
     他１２消化器内
     科、内視鏡内科
     、循環器内科、
     腫瘍内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108102,2362,6 山東クリニック 〒731-0103 082-870-7000医療法人安寿会　理事山東　敬弘 平26. 5. 1内   呼内 外  診療所
     広島市安佐南区緑井三丁目１４番常　勤:    1長　山東　敬弘 組織変更 リハ 現存
     ８号 (医       1) 平26. 5. 1消化器内科、肛
     非常勤:    1 門外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108202,2363,4 落久保外科循環器内科〒733-0812 082-271-4733医療法人裕心会　理事落久保　裕之 平26. 5. 1外   呼内 リハ診療所
     クリニック 広島市西区己斐本町三丁目２番８常　勤:    2長　落久保　裕之 組織変更 循環器内科、消現存
     号 (医       2) 平26. 5. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108302,2364,2 そえだ眼科 〒731-5136 082-208-1010添田　祐 添田　祐 平26. 6. 1眼   診療所
     広島市佐伯区楽々園４丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108402,2365,9 梶山内科 〒730-0805 082-293-5522梶山　雄一郎 梶山　雄一郎 平26. 7. 1内   呼内 他  診療所
     広島市中区十日市町１－２－２２常　勤:    1 交代 アレ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1他：消化器内科
     　（２／１５ア
     レ追加、放廃止
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108502,2366,7 ふろなか内科呼吸器ア〒731-0138 082-832-2280風呂中　修 風呂中　修 平26. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     レルギークリニック 広島市安佐南区祇園３丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     ２５ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108602,2367,5 いちごこどもクリニッ〒731-0102 082-870-1115中村　和洋 中村　和洋 平26.10. 1内   小   診療所
     ク 広島市安佐南区川内５丁目１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108702,2368,3 広島医療生活協同組合〒731-0121 082-879-1111広島医療生活協同組合村田　裕彦 平26. 9. 1一般       186病院
     　広島共立病院 広島市安佐南区中須二丁目２０番常　勤:   27　理事長　青木　克明 移転 内   呼内 他  現存
     ２０号 (医      27) 平26. 9. 1脳内 外   心外
     非常勤:   55 整外 脳外 精  
     (医      55) 小   皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   病理
     麻   
     他９件　循環器
     内科、消化器内
     科、糖尿病内科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108802,2369,1 やない心療内科クリニ〒731-5136 082-943-6101医療法人社団やないク柳井　一郎 平26.11. 1精   心内 内  診療所
     ック 広島市佐伯区楽々園二丁目２番２常　勤:    1リニック　理事長　柳 組織変更 現存
     号 (医       1)井　一郎 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108902,2370,9 わたなべ耳鼻咽喉科・〒731-0112 082-850-0131医療法人　柔浩会　理渡部　浩 平26.11. 1耳い アレ 診療所
     アレルギー科 広島市安佐南区東原一丁目１番２常　勤:    1事長　渡部　浩 組織変更 現存
     －４０３号 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109002,2372,5 もみじ　アイクリニッ〒733-8624 082-501-1457金谷　美香 金谷　美香 平27. 2. 1眼   診療所
     ク 広島市西区草津新町２－２６－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109102,2373,3 原田病院 〒730-0804 082-232-3351医療法人悠侑会　理事原田　義弘 平27. 2. 1療養        78病院
     広島市中区広瀬町１番８号 常　勤:    2長　原田　玲 組織変更 外   整外 リハ休止
     (医       2) 平27. 2. 1内   
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109202,2374,1 松阪内科医院 〒733-0812 082-272-5100松阪　茂 松阪　茂 平27. 3. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市西区己斐本町３丁目５番７常　勤:    1 移転 放   現存
     号エステート己斐本町ビル２Ｆ (医       1) 平27. 3. 1循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109302,2375,8 こころ耳鼻咽喉科 〒731-3168 082-849-4187夜陣　真司 夜陣　真司 平27. 4. 1耳い 診療所
     広島市安佐南区伴南１丁目５－１常　勤:    1 新規 現存
     ８－８－２０２ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109402,2376,6 かがわファミリークリ〒731-0113 082-875-0012医療法人オハナ　理事香川　佳寛 平27. 4. 1内   外   整外診療所
     ニック 広島市安佐南区西原二丁目３２番常　勤:    1長　香川　佳寛 組織変更 リハ アレ 現存
     １９号 (医       1) 平27. 4. 1消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109502,2377,4 緑井脳神経外科 〒731-0103 082-831-3230医療法人ＦＭＨＮ　理吉岡　宏幸 平27. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     広島市安佐南区緑井５丁目２９番常　勤:    1事長　吉岡　宏幸 組織変更 現存
     １８－２０１号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109602,2378,2 みやた眼科 〒733-0842 082-276-1166医療法人みやた眼科　宮田　章 平27. 4. 1眼   診療所
     広島市西区井口四丁目２番３４号常　勤:    1理事長　宮田　章 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109702,2379,0 城眼科 〒733-0011 082-503-5150医療法人社団公仁会　城　友香理 平27. 5.15眼   診療所
     広島市西区横川町三丁目２番１号常　勤:    1理事長　槇殿　良子 新規 現存
     横川駅ＮＫビル３０２ (医       1) 平27. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109802,2382,4 こころの健康クリニッ〒731-0221 082-819-3553倉田　健一 倉田　健一 平27. 8. 1精   心内 診療所
     ク可部 広島市安佐北区可部四丁目６番２常　勤:    1 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109902,2384,0 福島生協病院 〒733-0024 082-292-3171広島中央保健生活協同北口　浩 平27. 9. 1一般       165病院
     広島市西区福島町１丁目２４番７常　勤:   17組合　代表理事　理事 移転 内   神内 呼内現存
     号 (医      17)長　藤原　秀文 平27. 9. 1外   整外 皮  
     非常勤:   52 ひ   婦   眼  
     (医      52) 耳い リハ 
     循環器内科、消
     化器内科、糖尿
     病内科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110002,2386,5 岩本内科循環器内科 〒731-5125 082-924-5333医療法人　こころざし岩本　隆志 平27.10. 1内   放   リハ診療所
     広島市佐伯区五日市駅前三丁目４常　勤:    1　理事長　岩本　隆志 移転 循環器内科、消現存
     番１７号 (医       1) 平27.10. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110102,2387,3 平川クリニック 〒731-0196 082-962-4789医療法人社団　岳大会村上　新平 平27.10. 6眼   診療所
     広島市安佐南区祇園三丁目２－１常　勤:    1　理事長　鈴木　智博 組織変更 現存
     イオンモール広島祇園１Ｆ (医       1) 平27.10. 6
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 110202,2388,1 生協小児科ひろしま 〒733-0031 082-532-1260広島中央保健生活協同吉野　倫 平27.11. 1小   診療所
     広島市西区観音町１６番１９号 常　勤:    1組合　代表理事　理事 移転 現存
     (医       1)長　藤原　秀文 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110302,2389,9 なかつ泌尿器科クリニ〒731-5115 082-929-1131医療法人　なかつ泌尿中津　博 平27.11. 1ひ   診療所
     ック 広島市佐伯区八幡東三丁目２８番常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     １７号クロスロードビル３Ｆ (医       1)長　中津　博 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110402,2391,5 みぞべ眼科 〒731-0103 082-831-0030医療法人みぞべ眼科　溝 　裕一郎 平27.11. 1眼   診療所
     広島市安佐南区緑井五丁目２９番常　勤:    1理事長　溝 　裕一郎 組織変更 現存
     １８－２０２号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110502,2392,3 しんや眼科 〒733-0035 082-532-7577新矢　誠人 新矢　誠人 平28. 1. 1眼   診療所
     広島市西区南観音２丁目３－３５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110602,2394,9 やまぐちホームケアク〒739-1734 082-843-3030医療法人やまぐちホー山口　剛 平28. 5. 1内   外   他  診療所
     リニック 広島市安佐北区口田一丁目２１番常　勤:    1ムケアクリニック　理 組織変更 消化器内科、疼現存
     ２５号 (医       1)事長　山口　剛 平28. 5. 1痛緩和内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110702,2395,6 医療法人康和会　田中〒733-0861 082-271-3839医療法人康和会　理事田中　康政 平28. 4. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 広島市西区草津東１－８－３３ 常　勤:    1長　田中　康政 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110802,2396,4 こころ・チャイルド・〒731-3168 082-849-5519医療法人こころ・チャ野村　真二 平28. 4. 1小   診療所
     クリニック 広島市安佐南区伴南１丁目５番１常　勤:    1イルド・クリニック　 組織変更 現存
     ８－８－３０１号 (医       1)理事長　野村　真二 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110902,2397,2 あかりホームケアクリ〒730-0847 082-503-8102古谷　和久 古谷　和久 平28. 6. 1内   他   診療所
     ニック 広島市中区舟入南１丁目４番５０常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     号Ｍフラッツ１Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111002,2398,0 こうの内科呼吸器クリ〒731-5115 082-926-3501河野　秀和 河野　秀和 平28. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 広島市佐伯区八幡東３丁目１９－常　勤:    1 新規 現存
     ４５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111102,2400,4 たにみつ耳鼻咽喉科 〒731-0101 082-873-1133谷光　徳晃 谷光　徳晃 平28. 9. 1耳い 診療所
     広島市安佐南区八木１丁目１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111202,2401,2 ふないり脳クリニック〒730-0844 082-503-2710村上　太郎 村上　太郎 平28. 9. 1他   神内 精  診療所
     広島市中区舟入幸町４－２クリニ常　勤:    2 新規 脳外科 現存
     ックモール舟入２階 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111302,2402,0 ひらお循環器消化器ク〒730-0844 082-532-2611平尾　秀和 平尾　秀和 平28. 9. 1内   診療所
     リニック 広島市中区舟入幸町４－２クリニ常　勤:    2 新規 循環器内科、消現存
     ックモール舟入３階 (医       2) 平28. 9. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111402,2403,8 宮川眼科 〒733-0812 082-527-1500佐々木　崇暁 佐々木　崇暁 平28. 9. 1眼   診療所
     広島市西区己斐本町３丁目４番５常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111502,2404,6 しみず眼科医院 〒733-0841 082-278-5093岡野　智文 岡野　智文 平28.10. 1眼   診療所
     広島市西区井口明神１丁目１４－常　勤:    1 交代 現存
     ４９明神ビル４Ｆ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111602,2405,3 さくらウィメンズクリ〒731-5125 082-943-5512大下　孝史 大下　孝史 平28.11. 1婦   産   診療所
     ニック 広島市佐伯区五日市駅前１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１８－４０２ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111702,2406,1 中増整形外科クリニッ〒731-3167 082-299-6500医療法人　ＭＡＮＳＨ中増　正寿 平28.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 広島市安佐南区大塚西四丁目１７常　勤:    1　理事長　中増　正寿 組織変更 現存
     番１号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111802,2407,9 しみずこどもクリニッ〒731-0138 082-846-0070医療法人　雖寿会　理清水　浩志 平28.11. 1小   診療所
     ク 広島市安佐南区祇園三丁目１２番常　勤:    1事長　清水　浩志 組織変更 現存
     １２－２号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111902,2408,7 さくら内科・循環器内〒730-0802 082-503-2233医療法人さくら内科・佐倉　英一郎 平28.11. 1内   呼内 他  診療所
     科 広島市中区本川町一丁目１番２６常　勤:    1循環器内科　理事長　 組織変更 循環器内科、消現存
     号 (医       1)佐倉　英一郎 平28.11. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112002,2409,5 さくらい内科アレルギ〒731-0103 082-831-1181医療法人　瑞穣会　理櫻井　穣司 平28.12. 1呼内 内   アレ診療所
     ー科クリニック 広島市安佐南区緑井五丁目２９番常　勤:    1事長　櫻井　穣司 組織変更 循環器内科、消現存
     １８－３０１号 (医       1) 平28.12. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112102,2410,3 医療法人社団恵正会　〒739-1731 082-841-5111医療法人社団恵正会　中野　良規 平29. 4. 1内   放   他  診療所
     二宮内科高陽クリニッ広島市安佐北区落合五丁目２４番常　勤:    1理事長　二宮　正則 新規 循環器内科、消現存
     ク ８号 (医       1) 平29. 4. 1化器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112202,2411,1 もりかわ皮ふ科クリニ〒739-1734 082-841-1221森川　博文 森川　博文 平29. 4. 1皮   診療所
     ック 広島市安佐北区口田１丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ３５号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112302,2412,9 祇園わだ内科クリニッ〒731-0138 082-874-2777和田　慶洋 和田　慶洋 平29. 4. 1内   他   診療所
     ク 広島市安佐南区祇園３丁目１３－常　勤:    1 新規 消化器内科、内現存
     ２８ (医       1) 平29. 4. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112402,2413,7 こうの小児科クリニッ〒730-0844 082-503-3370河野　一輝 河野　一輝 平29. 4. 1小   他   診療所
     ク 広島市中区舟入幸町４－２クリニ常　勤:    1 新規 代謝・内分泌内現存
     ックモール舟入４階 (医       1) 平29. 4. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112502,2414,5 ながた皮ふ科 〒739-1731 082-841-0017永田　敬二 永田　敬二 平29. 4. 1皮   診療所
     広島市安佐北区落合５丁目２４番常　勤:    1 新規 現存
     ８号　２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112602,2415,2 やまさき脳神経外科ク〒739-1731 082-841-0887山崎　弘幸 山崎　弘幸 平29. 4. 1脳外 脳内 リハ診療所
     リニック 広島市安佐北区落合５丁目２４番常　勤:    1 新規 放   現存
     ８号　１Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112702,2417,8 いたくら眼科 〒739-1731 082-841-2522板倉　秀記 板倉　秀記 平29. 4. 1眼   診療所
     広島市安佐北区落合五丁目２４番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112802,2418,6 広島大腸肛門クリニッ〒733-0823 082-507-1555医療法人　ＣＰＣよつ中島　真太郎 平29. 4. 1一般 診療所
     ク 広島市西区庚午南一丁目３５番２常　勤:    1ば会　理事長　中島　 組織変更     一般     7現存
     １号 (医       1)真太郎 平29. 4. 1内   外   他  
     胃腸内科、消化
     器内科、大腸・
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112902,2419,4 山崎整形外科内科クリ〒731-0152 082-877-5581山崎　堯二 山崎　堯二 平29. 4. 1一般 診療所
     ニック 広島市安佐南区毘沙門台一丁目５常　勤:    2 移転     一般    19現存
     －２３ (医       2) 平29. 4. 1整外 リハ 内  
     非常勤:    2 小   
     (医       2)
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 113002,2420,2 むらた眼科 〒731-0113 082-874-4333医療法人社団　敬和会村田　和彦 平29. 4. 1眼   診療所
     広島市安佐南区西原八丁目１番１常　勤:    1　理事長　村田　和彦 組織変更 現存
     ５－２０２号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113102,2421,0 けいあい会Ｍｏｍｉｊ〒731-0102 082-554-1220上綱　誠光 上綱　誠光 平29. 5.29内   診療所
     ｉクリニック 広島市安佐南区川内５丁目３０－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (医       1) 平29. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113202,2422,8 つばさ往診クリニック〒733-0815 082-507-2283津田　 志 津田　 志 平29. 5. 1内   診療所
     広島市西区己斐上二丁目３１－１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113302,2423,6 いつかいち駅前内科 〒731-5125 082-943-6022医療法人いつかいち駅粟屋　智一 平29. 5. 1内   他   診療所
     広島市佐伯区五日市駅前一丁目５常　勤:    1前内科　理事長　粟屋 組織変更 現存
     番１８－４０１号 (医       1)　智一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113402,2424,4 すぎたクリニック 〒731-0138 082-846-5523医療法人すぎたクリニ杉田　直樹 平29. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     広島市安佐南区祇園三丁目５番１常　勤:    1ック　理事長　杉田　 組織変更 現存
     １号 (医       1)直樹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113502,2425,1 カドモト医院 〒733-0011 082-231-4587加登本　幸久 加登本　幸久 平29. 4. 8内   小   放  診療所
     広島市西区横川町１丁目３の１１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113602,2426,9 高見内科 〒733-0865 082-278-6050高見　俊輔 高見　俊輔 平29. 6. 1内   呼内 アレ診療所
     広島市西区草津本町２５番１号 常　勤:    2 移転 他   小   現存
     (医       2) 平29. 6. 1他２件：糖尿病
     内科、代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113702,2427,7 すみれ産婦人科クリニ〒731-0103 082-831-0160谷本　博利 谷本　博利 平29. 8. 3産婦 診療所
     ック 広島市安佐南区緑井５－２９－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平29. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113802,2428,5 医療法人博善会　長尾〒731-0113 082-874-3055医療法人博善会　理事長尾　史博 平29. 9. 1整外 内   他  診療所
     医院 広島市安佐南区西原四丁目１９４常　勤:    2長　長尾　史博 移転 ひ   リハ 現存
     ６番地７．１９４６番地１の一部(医       2) 平29. 9. 1他：循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113902,2429,3 医療法人社団あきひろ〒731-5133 082-923-1146医療法人社団あきひろ山根　健 平29.11. 1眼   診療所
     会　やまね眼科 広島市佐伯区旭園４番２７号 常　勤:    1会　理事長　山根　昭 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114002,2431,9 岩本医院 〒733-0841 082-278-3758岩本　富美子 岩本　富美子 平29.11. 1内   小   診療所
     広島市西区井口明神一丁目９番２常　勤:    1 移転 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114102,2432,7 こころ皮ふ科クリニッ〒731-3168 082-849-5477医療法人社団　鍈紀会野田　英貴 平29.11. 1皮   形外 診療所
     ク 広島市安佐南区伴南一丁目５番１常　勤:    1　理事長　野田　英貴 組織変更 現存
     ８－８－３０３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114202,2433,5 かわむら内科クリニッ〒733-0822 082-507-6007医療法人かわむら内科河村　智一 平29.11. 1内   他   診療所
     ク 広島市西区庚午中二丁目１９番９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 他：糖尿病内科現存
     号 (医       1)河村　智一 平29.11. 1、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114302,2434,3 やぎ眼科 〒731-0101 082-873-1221多久　さとの 多久　さとの 平30. 2. 1眼   診療所
     広島市安佐南区八木１丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114402,2435,0 のだ内科ファミリーク〒733-0841 082-277-7762野田　昌昭 野田　昌昭 平30. 3. 1内   小   診療所
     リニック 広島市西区井口明神１丁目１４－常　勤:    1 新規 現存
     ４９明神ビル２Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114502,2436,8 こころクリニック 〒731-1141 082-554-8600社会福祉法人　ひろし中垣　満 平30. 3. 1内   外   診療所
     広島市安佐北区安佐町鈴張２６８常　勤:    1ま四季の会　理事長　 新規 現存
     ８番地 (医       1)池田　竜也 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114602,2437,6 かねはら内科・呼吸器〒733-0002 082-230-1181金原　正志 金原　正志 平30. 4. 1内   呼内 診療所
     クリニック 広島市西区楠木町３－１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114702,2438,4 メリィホスピタル 〒731-3167 082-849-2300医療法人社団　八千代倉岡　敏彦 平30. 4. 1療養       100病院
     広島市安佐南区大塚西三丁目１番常　勤:    7会　理事長　鳳山　仁 移転 療養        49現存
     ２０号 (医       7)秀 平30. 4. 1療養        50
     非常勤:   16 内   放   リハ
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114802,2439,2 うえ眼科 〒733-0821 082-507-0003医療法人うえ眼科　理上　恵美 平30. 5. 1眼   診療所
     広島市西区庚午北二丁目２２番４常　勤:    2事長　上　恵美 組織変更 現存
     号高須サンフラワービル３階 (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114902,2440,0 いるかクリニック 〒731-0141 082-962-1031医療法人いるかクリニ三枝　道尚 平30. 5. 1ひ   診療所
     広島市安佐南区相田一丁目３番１常　勤:    1ック　理事長　三枝　 組織変更 現存
     ８号 (医       1)道尚 平30. 5. 1
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 115005,1002,2 国家公務員共済組合連〒737-8505 0823-22-2111国家公務員共済組合連村上　恒二 昭32. 7. 1一般       383病院
     (05,3002,6) 合会　呉共済病院 呉市西中央２丁目３－２８ 常　勤:   78合会　理事長　松元　 新規 一般         5現存
     (医      73)崇 平29. 7. 1一般         6
     (歯       5) 結核        46
     非常勤:   52 内   他   神内
     (医      52) 小   外   整外
     脳外 呼外 心外
     小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   リハ 歯外
     麻   アレ 歯  
     形外 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115105,1003,0 医療法人緑風会　ほう〒737-0001 0823-72-2111医療法人　緑風会　理長尾　正嗣 昭55. 5. 1精神       323病院
     (05,3177,6) ゆう病院 呉市阿賀北１－１４－１５ 常　勤:   11事長　長尾　正嗣 組織変更 内   精   心内現存
     (医       7) 平28. 5. 1歯   
     (薬       4)
     非常勤:   14
     (医      11)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115205,1006,3 医療法人社団　小林医〒737-0003 0823-71-8205医療法人社団　小林医小林　研介 平元. 9. 1内   他   診療所
     院 呉市阿賀中央８－５－９ 常　勤:    1院　理事長　小林　研 組織変更 現存
     (医       1)介 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115305,1014,7 木村胃腸科病院 〒737-0821 0823-22-2306医療法人　恵信会　理木村　敏久 平10. 5. 1療養        44病院
     呉市三条３丁目５－２２ 常　勤:    2事長　木村　文聰 組織変更 他   内   放  療養病床
     (医       2) 平28. 5. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115405,1015,4 仁和堂医院 〒737-0045 0823-21-0880医療法人社団仁和堂　柳原　健志 平11. 4. 1皮   ひ   アレ診療所
     呉市本通６丁目２－１８ 常　勤:    2理事長　柳原　健志 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115505,1017,0 呉芸南病院 〒737-0003 0823-72-1155平田　康彦 平田　康彦 平15. 9. 1一般        38病院
     呉市阿賀中央６丁目７－２４ 常　勤:    2 交代 療養        99療養病床
     (医       2) 平27. 9. 1内   外   整外現存
     非常勤:   52 消   リハ 
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115605,1018,8 日新製鋼株式会社　呉〒737-0027 0823-25-8220日新製鋼株式会社呉製野間　興二 昭32. 9. 1内   外   診療所
     製鉄所診療所 呉市昭和町１１－１ 常　勤:    1鉄所　執行役員　所長 新規 現存
     (医       1)　三木　英司 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115705,1020,4 医療法人社団わらび会〒737-0935 0823-33-0018医療法人社団わらび会脇田　匡 平12. 4. 1整外 内   リハ診療所
     　脇田医院 呉市焼山中央２丁目１－１ 常　勤:    1　脇田医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)脇田　匡 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115805,1049,3 三木谷胃腸科内科医院〒737-0123 0823-71-7010三木谷　政夫 三木谷　政夫 昭61.11.29内   診療所
     呉市広両谷２－６－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115905,1050,1 神垣医院 〒737-0113 0823-76-5505神垣　郁夫 神垣　郁夫 平18. 4. 1内   小   呼  診療所
     呉市広横路２－１４－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116005,1053,5 医療法人社団隼朋会　〒737-0141 0823-71-0126医療法人社団　隼朋会上田　敏之 平 2.12. 1耳い アレ 診療所
     上田耳鼻咽喉科医院 呉市広大新開１－２－４ 常　勤:    2　理事長　上田　敏之 組織変更 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116105,1062,6 医療法人社団　福岡医〒737-0112 0823-71-7013医療法人社団　福岡医福岡　卓実 平 7. 4. 1内   循   診療所
     院 呉市広古新開７－２１－１４ 常　勤:    2院　理事長　福岡　卓 移転 現存
     (医       2)実 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116205,1069,1 医療法人社団中川会　〒737-0046 0823-22-2510医療法人社団　中川会岡崎　慎哉 昭62.11. 1一般        93病院
     呉中通病院 呉市中通１－３－８ 常　勤:   11　理事長　得能　佑美 移転 療養        30療養病床
     (医       9)子 平29.11. 1内   整外 脳外現存
     (薬       2) リハ 放   神内
     非常勤:   30 リウ 
     (医      29)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116305,1078,2 大矢整形外科病院 〒737-0051 0823-21-2507医療法人社団　慈正会大矢　宏典 平10. 5. 1療養        33病院
     呉市中央４－４－５ 常　勤:    4　理事長　大矢　宏典 組織変更 整外 リハ リウ療養病床
     (医       4) 平28. 5. 1内   現存
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116405,1079,0 竹広医院 〒737-0826 0823-21-4479竹広　茂子 竹広　茂子 平 8. 4. 1内   小   診療所
     呉市両城１－３－１９ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116505,1080,8 田中医院 〒737-0024 0823-25-1122田中　圭一 田中　圭一 平 8.11.25内   小   診療所
     呉市宮原５－２－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116605,1084,0 医療法人社団　 岡皮〒737-0045 0823-21-3739医療法人社団　 岡皮 岡　和洋 平14.10. 1皮   アレ リウ診療所
     膚科 呉市本通４丁目６－５ 常　勤:    2膚科　理事長　 岡　 組織変更 現存
     (医       2)和洋 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116705,1085,7 医療法人社団有信会　〒737-0161 0823-70-3200医療法人社団　有信会栗原　誠 平12. 2. 1一般        50病院
     (05,3126,3) 呉記念病院 呉市郷原町２３７９－４２ 常　勤:    9　理事長　岡田　雅晴 移転 療養       100療養病床
     (医       6) 平30. 2. 1整外 リハ 内  現存
     (歯       2) ひ   歯   
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116805,1095,6 医療法人社団　永楽会〒737-0051 0823-25-2600医療法人社団　永楽会前田　正博 昭55.11. 1一般        34病院
     (05,3219,6) 　前田病院 呉市中央２丁目６－２０ 常　勤:    3　理事長　前田　正博 組織変更 療養        42療養病床
     (医       2) 平28.11. 1内   他   リハ現存
     (歯       1) 歯   
     非常勤:   57
     (医      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116905,1112,9 佐藤病院 〒737-0821 0823-24-6654医療法人　仁誠会　理佐藤　隆三 平 5. 5. 1療養        42病院
     呉市三条３丁目４－２５ 常　勤:    2事長　佐藤　隆三 組織変更 内   整外 療養病床
     (医       2) 平29. 5. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117005,1116,0 堀田医院 〒737-0024 0823-25-2211井川　裕美子 井川　裕美子 平 9. 6. 5内   小   診療所
     呉市宮原６－３－１１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117105,1124,4 前田小・内科医院 〒737-0881 0823-38-7567前田　中 前田　中 昭32.10.16内   小   診療所
     呉市天応塩谷町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117205,1126,9 岡田医院 〒737-0024 0823-21-8648中　真理子 中　真理子 平14.10.20内   循   呼  診療所
     呉市宮原１２丁目１２－２８ 常　勤:    1 交代 皮   リハ 現存
     (医       1) 平26.10.20
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 117305,1130,1 井之川眼科医院 〒737-0811 0823-22-0121医療法人　井之川眼科井之川　廣江 平19. 4. 1眼   診療所
     呉市西中央１丁目３－６ 常　勤:    1医院　理事長　井之川 組織変更 現存
     (医       1)　廣江 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117405,1137,6 医療法人社団　松瀬医〒737-0001 0823-73-2468医療法人社団　松瀬医上松瀬　恵子 平元. 5. 1内   他   小  診療所
     院 呉市阿賀北９－６－７ 常　勤:    1院　理事長　上松瀬　 組織変更 現存
     (医       1)恵子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117505,1142,6 高木医院 〒737-0821 0823-21-2781高木　俊雄 高木　俊雄 昭58. 3. 1内   小   診療所
     呉市三条１丁目９－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117605,1143,4 青山病院 〒737-0001 0823-71-0151医療法人　せいざん　大村　泰 平17.10. 1一般        60病院
     呉市阿賀北５丁目１５－３ 常　勤:    6理事長　青山　喬 組織変更 療養        60療養病床
     (医       6) 平29.10. 1内   リハ 他  現存
     非常勤:    9 他－１件（透析
     (医       9) 内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117705,1146,7 かたぎりこども診療所〒737-0823 0823-21-3949片桐　庸雄 片桐　庸雄 平 5.10. 1小   診療所
     呉市海岸２－２－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117805,1166,5 社会福祉法人　恩賜財〒737-0821 0823-21-1601社会福祉法人恩賜財団松浦　秀夫 昭32.11. 1一般       150病院
     団済生会支部　広島県呉市三条２－１－１３ 常　勤:   17済生会支部　広島県済 新規 内   心内 精  現存
     済生会　済生会　呉病 (医      17)生会　支部長　隅井　 平29.11. 1外   整外 皮  
     院 非常勤:   14浩治 ひ   眼   耳い
     (医      14) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117905,1169,9 松本内科医院 〒737-0045 0823-21-7170医療法人　松本内科医松本　敏昭 平 5. 9. 1内   呼内 他  診療所
     呉市本通５－５－９ 常　勤:    1院　理事長　松本　敏 組織変更 循環器内科、消現存
     (医       1)昭 平29. 9. 1化器内科、糖尿
     病内科、代謝内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118005,1180,6 高野医院 〒737-0125 0823-71-7861高野　晴子 高野　晴子 平 6. 4. 1眼   診療所
     呉市広本町１－４－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118105,1183,0 日下耳鼻咽喉科医院 〒737-0805 0823-21-0128日下　和彦 日下　和彦 平11. 6. 1耳い アレ 診療所
     呉市東片山町１０－１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
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 118205,1193,9 舟橋産婦人科医院 〒737-0046 0823-22-2784舟橋　鋭徳 舟橋　鋭徳 昭35. 9. 1一般         4診療所
     呉市中通２－２－９ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118305,1194,7 医療法人　真住会　真〒737-0032 0823-21-2853医療法人　真住会　理住田　佳樹 平 8. 1. 1一般         5診療所
     鍋外科・整形外科 呉市本町９－１６ 常　勤:    2事長　住田　佳樹 組織変更 療養         2現存
     (医       2) 平29. 1. 1胃   外   整外
     リハ 放   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118405,1196,2 三好内科胃腸科 〒737-0052 0823-23-3311三好　栄司 三好　栄司 平19.10. 1一般         2診療所
     呉市東中央２－１－７ 常　勤:    1 交代 内   胃   婦  現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118505,1197,0 一般社団法人　呉市医〒737-0056 0823-22-2321一般社団法人　呉市医中塚　博文 昭36. 1.10一般       207地域支援
     師会　呉市医師会病院呉市朝日町１５－２４ 常　勤:   12師会　会長　玉木　正 新規 内   小   外  病院
     (医      12)治 平30. 1.10整外 皮   ひ  現存
     婦   眼   耳い
     リハ 放   他  
     大腸・肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118605,1199,6 寺岡内科・呼吸器科 〒737-0045 0823-21-4666寺岡　正悟 寺岡　正悟 平14. 6. 1内   呼   アレ診療所
     呉市本通５丁目６－１２ 常　勤:    1 移転 小   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118705,1201,0 眼科宍道医院 〒737-0131 0823-71-8717宍道　健介 宍道　健介 平11. 3. 1一般         6診療所
     呉市広中町１５－２５ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118805,1204,4 二井谷内科 〒737-0142 0823-71-3700二井谷　研二 二井谷　研二 平12. 1. 1内   呼   循  診療所
     呉市広駅前２－１－５１ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118905,1210,1 医療法人　守屋医院 〒737-0142 0823-72-5660医療法人　守屋医院　守屋　英一 平 7.12. 1皮   診療所
     呉市広駅前１－２－２４ 常　勤:    1理事長　守屋　英一 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119005,1215,0 城本内科医院 〒737-0012 0823-28-0449城本　正義 城本　正義 平15.12. 1内   循   呼  診療所
     呉市警固屋５丁目４－１４ 常　勤:    1 移転 消   神内 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 119105,1225,9 原医院 〒737-0852 0823-31-0797原　豊 原　豊 平元. 4. 1内   循   小  診療所
     呉市吉浦東本町１－７－４ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119205,1236,6 医療法人社団　正岡ク〒737-0045 0823-21-1801医療法人社団　正岡ク正岡　良之 平 8. 4. 1一般        14診療所
     リニック 呉市本通１－５－１４ 常　勤:    1リニック　理事長　正 組織変更 内   外   整外現存
     (医       1)岡　良之 平29. 4. 1皮   ひ   放  
     非常勤:    1 胃   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119305,1244,0 三菱日立パワーシステ〒737-8508 0823-21-1161三菱日立パワーシステ田渕　翔大 昭40. 5. 1内   診療所
     ムズ株式会社呉工場診呉市宝町６－９ 常　勤:    1ムズ株式会社呉工場　 新規 現存
     療所 (医       1)執行役員　呉工場地域 平28. 5. 1
     統括　松田　順一郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119405,1248,1 みやび皮膚科クリニッ〒737-0811 0823-32-7882青木　雅子 青木　雅子 平14.10. 1皮   診療所
     ク 呉市西中央１丁目３－１０　３Ｆ常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119505,1250,7 さいとう内科 〒737-0141 0823-72-7716斉藤　寛 斉藤　寛 平 8. 6. 1内   胃   神内診療所
     呉市広大新開１－４－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119605,1252,3 馬場医院 〒737-0003 0823-71-8269馬場　国太郎 馬場　国太郎 昭45. 9. 1内   小   診療所
     呉市阿賀中央８丁目８－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119705,1254,9 医療法人社団大下クリ〒737-0874 0823-38-7750医療法人社団　大下ク大下　智彦 平18. 5. 1内   外   胃  診療所
     ニック 呉市天応南町１１－１ 常　勤:    2リニック　理事長　大 移転 整外 リハ 放  現存
     (医       2)下　智彦 平30. 5. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119805,1255,6 大下皮膚科泌尿器科医〒737-0125 0823-71-0201大下　博史 大下　博史 平11.10.23皮   ひ   診療所
     院 呉市広本町１丁目３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119905,1258,0 杉医院 〒737-0125 0823-71-3326杉　桂二 杉　桂二 平16. 6. 1外   内   小  診療所
     呉市広本町３丁目１６－９ 常　勤:    1 交代 整外 胃   精  現存
     (医       1) 平28. 6. 1神   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120005,1259,8 久保整形外科内科 〒737-0012 0823-28-0158久保　勉 久保　勉 平12. 1. 1外   整外 内  診療所
     呉市警固屋４丁目２－２８ 常　勤:    2 交代 消   リハ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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 120105,1260,6 宮原内科医院 〒737-0052 0823-21-6365宮原　潔 宮原　潔 平16. 4. 1内   循   胃  診療所
     呉市東中央１丁目３－２２ 常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120205,1261,4 村尾医院 〒737-0114 0823-72-0123村尾　傳藏 村尾　傳藏 平14.10. 1外   整外 胃  診療所
     呉市広文化町６－３ 常　勤:    1 その他 神   放   麻  現存
     (医       1) 平26.10. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120305,1263,0 田中産婦人科クリニッ〒737-0051 0823-22-1321田中　文男 田中　文男 平17. 2. 1産   婦   診療所
     ク 呉市中央１丁目５－２８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120405,1267,1 鷹橋医院 〒737-0902 0823-33-0808医療法人　社団　ホー鷹橋　靖幸 平18. 7. 1皮   内   小  診療所
     呉市焼山此原町２１－１２ 常　勤:    1ク　理事長　鷹橋　照 組織変更 ひ   外   休止
     (医       1)子 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120505,1273,9 玉木産婦人科医院 〒737-0125 0823-71-2248医療法人　玉木産婦人玉木　正治 平15.10. 1産婦 診療所
     呉市広本町３丁目２２－２６ 常　勤:    1科医院　理事長　玉木 組織変更 現存
     (医       1)　正治 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120605,1276,2 菅田内科医院 〒737-0933 0823-33-0313菅田　耕一 菅田　耕一 平20. 1. 1内   診療所
     呉市焼山桜ケ丘３丁目３－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120705,1277,0 医療法人　聖弘会　久〒737-0823 0823-21-0438医療法人　聖弘会　理稲水　真理子 平 3. 3. 1内   放   診療所
     保内科医院 呉市海岸１－４－７ 常　勤:    1事長　稲水　真理子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120805,1279,6 マッターホルンリハビ〒737-0046 0823-22-6868医療法人　エム・エム白川　泰山 平 7. 4. 1療養        94病院
     リテーション病院 呉市中通１丁目５－２５ 常　勤:    4会　理事長　白川　泰 組織変更 整外 リハ リウ療養病床
     (医       4)山 平28. 4. 1形外 麻   精  現存
     非常勤:   16 放   他   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120905,1284,6 みつの内科消化器科ク〒737-0124 0823-71-7018医療法人　西亀会　理光野　雄三 平 2. 6. 1内   他   診療所
     リニック 呉市広中新開１－１１－９ 常　勤:    1事長　光野　雄三 組織変更 他－消化器内科現存
     (医       1) 平29. 6. 1、内視鏡内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121005,1295,2 医療法人社団　田村内〒737-0145 0823-79-0842医療法人社団　田村内田村　宏 平元. 5. 1内   消   循  診療所
     科小児科 呉市仁方西神町４－１４ 常　勤:    1科小児科　理事長　田 組織変更 小   呼   現存
     (医       1)村　宏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121105,1301,8 医療法人社団　ひかり〒737-0935 0823-33-8259医療法人社団　ひかり正化　圭介 平 2. 7. 1眼   診療所
     会　焼山木村眼科 呉市焼山中央１－１０－９－２０常　勤:    1会　理事長　木村　徹 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121205,1305,9 たかき内科 〒737-0821 0823-21-2249高木　俊作 高木　俊作 昭51. 8. 1内   他   診療所
     呉市三条４丁目８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121305,1307,5 木下内科医院 〒737-0046 0823-25-1181医療法人社団　恵友会木下　日出男 平 5. 2. 1内   呼   消  診療所
     呉市中通３－２－１４ 常　勤:    1　理事長　木下　日出 組織変更 アレ 現存
     (医       1)男 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121405,1309,1 田辺医院 〒737-0003 0823-73-5011田辺　真一 田辺　真一 平17.11. 1内   小   診療所
     呉市阿賀中央３－５－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121505,1311,7 山岡外科 〒737-0124 0823-73-6622山岡　勝彦 山岡　勝彦 平10. 4. 1外   整外 胃  診療所
     呉市広中新開３－８－３８ 常　勤:    1 その他 こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121605,1315,8 浜田内科泌尿器科 〒737-0912 0823-33-6611濵田　金三郎 濵田　金三郎 昭54. 4. 1内   呼   消  診療所
     呉市焼山本庄４－８－１６ 常　勤:    2 新規 循   小   ひ  現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121705,1316,6 吉本小児科医院 〒737-0125 0823-73-6780医療法人社団　健考会吉本　功 平元. 8. 1小   内   診療所
     呉市広本町３－１９－２６ 常　勤:    1　理事長　吉本　功 組織変更 休止
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121805,1317,4 医療法人社団　豊和会〒737-0077 0823-21-0333医療法人社団　豊和会豊田　秀三 平14. 9. 1一般         3診療所
     　豊田内科胃腸科 呉市伏原１丁目８－１３ 常　勤:    2　豊田内科胃腸科　理 組織変更 療養        16現存
     (医       2)事長　豊田　秀三 平26. 9. 1内   胃   放  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121905,1320,8 医療法人社団　石井外〒737-0145 0823-79-5601医療法人社団　石井外石井　哲朗 平16. 4. 1一般         6診療所
     科診療所 呉市仁方西神町６－１３ 常　勤:    2科診療所　理事長　石 移転 療養         4現存
     (医       2)井　哲朗 平28. 4. 1外   整外 内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122005,1323,2 宮岡胃腸科内科 〒737-0052 0823-25-3666宮岡　孝幸 宮岡　孝幸 昭55.11. 1内   胃   診療所
     呉市東中央１－５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122105,1327,3 一般社団法人　呉市医〒737-0056 0823-22-2321一般社団法人　呉市医西垣内　啓二 平 5.10. 1内   小   外  診療所
     師会　呉市医師会休日呉市朝日町１５－２４ 常　勤:    1師会　会長　玉木　正 移転 現存
     急患センター (医       1)治 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122205,1328,1 川西整形外科医院 〒737-0141 0823-72-8001川西　大司 川西　大司 昭57. 2. 1一般        19診療所
     呉市広大新開１－１－１０ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122305,1330,7 渡部耳鼻咽喉科医院 〒737-0051 0823-24-8733医療法人社団　真樹会渡部　直樹 平 5. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     呉市中央２－５－３３ 常　勤:    1　理事長　渡部　直樹 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122405,1334,9 ふたば病院 〒737-0143 0823-70-0555医療法人社団　和恒会高見　浩 平 9. 4. 1精神       208病院
     呉市広白石４－７－２２ 常　勤:    6　理事長　織田　一衛 移転 精   心内 内  現存
     (医       6) 平30. 4. 1放   リハ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122505,1335,6 久保外科医院 〒737-0823 0823-21-0271久保　雄治 久保　雄治 昭61. 1. 1消   外   整外診療所
     呉市海岸１－３－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122605,1338,0 大本整形外科 〒737-0051 0823-24-3331医療法人社団　おおも大本　秀行 平元. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     呉市中央６丁目５－２ 常　勤:    1と会　理事長　大本　 組織変更 現存
     (医       1)秀行 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 122705,1341,4 医療法人社団　薫風会〒737-0112 0823-74-1122医療法人社団　薫風会横山　貴一 平 6. 8. 1一般        40病院
     　横山病院 呉市広古新開２丁目５－２０ 常　勤:    1　横山病院　理事長　 組織変更 外   脳外 放  現存
     (医       1)横山　貴一 平24. 8. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122805,1342,2 竹本医院 〒737-0137 0823-72-7426竹本　学 竹本　学 昭60. 2. 1内   小   診療所
     呉市広小坪１－３０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122905,1344,8 上村外科胃腸科医院 〒737-0051 0823-22-7882医療法人社団　上村会上村　昂 平 3. 8. 1消胃 外   整外診療所
     呉市中央３丁目６－１５ 常　勤:    1　理事長　上村　昂 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123005,1345,5 耳鼻咽喉科ササキクリ〒737-0935 0823-33-8733佐々木　尚 佐々木　尚 昭60. 9. 1耳い 診療所
     ニック 呉市焼山中央１丁目１３－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123105,1350,5 末光産婦人科 〒737-0032 0823-21-1087末光　博雄 末光　博雄 昭61. 8. 1一般        13診療所
     呉市本町３－４ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123205,1351,3 医療法人　緑風会　邦〒737-0051 0823-23-2111医療法人　緑風会　理屋敷　建夫 昭62. 4. 1内   精   心内診療所
     友クリニック 呉市中央１－４－２ 常　勤:    1事長　長尾　正嗣 新規 耳い アレ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123305,1353,9 苗村小児科 〒737-0143 0823-74-7373苗村　政子 苗村　政子 昭62. 6. 1内   小   診療所
     呉市広白石４－８－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123405,1355,4 医療法人社団　三木会〒737-0024 0823-25-7600医療法人社団　三木会森　洋 平 9.10. 1胃   外   整外診療所
     　森外科整形外科 呉市宮原２丁目１－４ 常　勤:    1　理事長　森　洋 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123505,1356,2 神垣小児科 〒737-0131 0823-71-3400神垣　昌人 神垣　昌人 昭63. 4. 1小   診療所
     呉市広中町１２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123605,1358,8 高橋医院 〒737-0024 0823-21-5620高橋　寛次 高橋　寛次 昭63. 4. 1内   呼   胃  診療所
     呉市宮原３－９－１ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 123705,1359,6 河原クリニック 〒737-0045 0823-21-5530医療法人社団　恒人会河原　恒一 平 5. 8. 1内   小   診療所
     呉市本通１－３－１３ 常　勤:    1　理事長　河原　恒一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123805,1362,0 こたち胃腸科内科医院〒737-0935 0823-33-0292小刀　武幸 小刀　武幸 平元. 5. 1内   胃   診療所
     呉市焼山中央１－１５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123905,1363,8 独立行政法人　労働者〒737-0134 0823-72-7171独立行政法人　労働者榎野　新 平元. 5. 1一般       410病院
     (05,3165,1) 健康安全機構　中国労呉市広多賀谷１－５－１ 常　勤:  108健康安全機構　理事長 新規 内   精   神内現存
     災病院 (医     106)　有賀　徹 平28. 5. 1小   外   整外
     (歯       2) 脳外 心外 皮  
     非常勤:    2 ひ   産婦 放  
     (医       2) 眼   耳い リハ
     麻   呼   消  
     循   歯   他  
     呼外 
     肝臓・胆のう・
     膵臓外科、乳腺
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124005,1364,6 医療法人社団　野間ク〒737-0861 0823-31-7700医療法人社団　野間ク野間　靖彬 平11.10. 1内   循   消  診療所
     リニック 呉市吉浦本町１丁目２－３ 常　勤:    1リニック　理事長　野 組織変更 現存
     (医       1)間　靖彬 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124105,1365,3 森岡整形外科医院 〒737-0935 0823-34-1800森岡　大三郎 森岡　大三郎 平 2. 1. 1整外 リハ 診療所
     呉市焼山中央２－９－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124205,1366,1 福原内科クリニック 〒737-0045 0823-25-5600医療法人　福原内科ク福原　弘文 平13. 4. 1内   呼   胃  診療所
     呉市本通７丁目１－２０ 常　勤:    1リニック　理事長　福 組織変更 循   リハ 放  現存
     (医       1)原　弘文 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124305,1367,9 圓石放射線科内科胃腸〒737-0803 0823-21-2397圓石　正武 圓石　正武 平 2. 9. 1内   胃   リハ診療所
     科医院 呉市郷町５－１２ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124405,1371,1 おがわ眼科 〒737-0032 0823-21-0888医療法人　おがわ眼科小川　剛史 平 9. 1. 1眼   診療所
     呉市本町４－１ 常　勤:    1　理事長　小川　剛史 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 124505,1372,9 佐々木内科・呼吸器科〒737-0032 0823-21-7373医療法人　佐々木内科佐々木　英夫 平 5. 3. 1内   呼内 診療所
     クリニック 呉市本町４－１ 常　勤:    2・呼吸器科クリニック 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　佐々木　英 平29. 3. 1
     非常勤:    2夫
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124605,1373,7 医療法人　社団あおぞ〒737-0821 0823-22-7577医療法人　社団あおぞ古屋　和博 平20. 9. 1内   循   リハ診療所
     ら会　古屋内科クリニ呉市三条２丁目１２－６ 常　勤:    1ら会　理事長　古屋　 組織変更 現存
     ック (医       1)和博 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124705,1374,5 中島内科 〒737-0075 0823-22-0062中嶋　伸一郎 中嶋　伸一郎 平 3. 5. 1内   消   循  診療所
     呉市西畑町１７－４ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124805,1376,0 焼山中央内科クリニッ〒737-0935 0823-34-2511医療法人　山法師会　清水　泉 平18.10. 1内   胃   循  診療所
     ク 呉市焼山中央２丁目５－７ 常　勤:    1理事長　清水　泉 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124905,1379,4 医療法人　本通クリニ〒737-0045 0823-26-5088医療法人　本通クリニ管理者　不在 平 6. 2. 1内   呼   消  診療所
     ック　赤川内科診療室呉市本通３－４－７ ック　理事長　赤川　 組織変更 休止
     知恵 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125005,1381,0 郷原診療所 〒737-0161 0823-77-1588医療法人社団　長生　池庄司　正幸 平 7.11. 1内   他   診療所
     呉市郷原町字西畑１８２０－１ 常　勤:    1理事長　池庄司　正幸 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125105,1382,8 本田内科クリニック 〒737-0161 0823-77-1555医療法人　本田内科ク本田　和徳 平 7. 1. 1内   小   呼  診療所
     呉市郷原町１６５０番地の１ 常　勤:    1リニック　理事長　本 組織変更 アレ 現存
     (医       1)田　和徳 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125205,1383,6 医療法人　清和会　荒〒737-0903 0823-34-3377医療法人　清和会　荒荒谷　清司 平10. 9. 1外   胃   内  診療所
     谷医院 呉市焼山西２丁目１－３５ 常　勤:    1谷医院　理事長　荒谷 組織変更 放   リハ 小  現存
     (医       1)　清司 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125305,1385,1 渡辺小児科循環器科ク〒737-0052 0823-21-8005渡邊　弘司 渡邊　弘司 平 6. 2. 1循   小   診療所
     リニック 呉市東中央２－５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125405,1386,9 わたなべクリニック 〒737-0935 0823-34-2000渡邊　哲彦 渡邊　哲彦 平19. 7. 1内   他   診療所
     呉市焼山中央２丁目９－４６ 常　勤:    2 交代 消化器内科・循現存
     (医       2) 平25. 7. 1環器内科



 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

［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   139 頁

 125505,1387,7 小林整形外科医院 〒737-0004 0823-75-1515小林　一平 小林　一平 平 6. 3. 1整外 リハ 診療所
     呉市阿賀南５－２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125605,1388,5 森川内科医院 〒737-0004 0823-75-0808医療法人社団　森川内森川　英治 平14. 4. 1内   呼   循  診療所
     呉市阿賀南５丁目２－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　森川 組織変更 消   現存
     (医       1)　英治 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125705,1392,7 日下医院 〒737-0935 0823-33-1171日下　美穂 日下　美穂 平 6. 5. 1内   循   診療所
     呉市焼山中央１－２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125805,1393,5 芸南耳鼻咽喉科 〒737-0003 0823-74-0022平田　正五 平田　正五 平 6. 6. 1耳   い   診療所
     呉市阿賀中央６－２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125905,1394,3 高橋内科クリニック 〒737-0045 0823-22-6881高橋　誠 高橋　誠 平 6.10. 1内   胃   循  診療所
     呉市本通４丁目９－５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126005,1403,2 宮原通りクリニック 〒737-0024 0823-20-0777医療法人社団　仁徳会稲葉　義郎 平15.10. 1胃   内   循  診療所
     呉市宮原１１丁目３－１４ 常　勤:    1　理事長　稲葉　義郎 組織変更 呼   放   リハ現存
     (医       1) 平27.10. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126105,1404,0 奈良井眼科 〒737-0003 0823-75-1146奈良井　章人 奈良井　章人 平 9. 2. 1眼   診療所
     呉市阿賀中央６－２－１１あがプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザ２Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126205,1409,9 おかもと小児科クリニ〒737-0051 0823-20-6161岡本　藏 岡本　藏 平 9. 9. 1小   診療所
     ック 呉市中央１丁目２－３多摩川呉ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126305,1410,7 クリニック広島健診 〒737-0045 0823-24-7567医療法人　エム・エム井上　由利子 平 9.11. 1内   整外 リハ診療所
     呉市本通１丁目１－１ 常　勤:    1会　理事長　白川　泰 新規 リウ 他   現存
     (医       1)山 平24.11. 1乳腺外科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126405,1416,4 山中レディースクリニ〒737-0051 0823-32-1236山中　伸一郎 山中　伸一郎 平10. 8. 1産婦 内   診療所
     ック 呉市中央１丁目２－３ニッセイ呉常　勤:    1 新規 現存
     シティビル６階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 126505,1417,2 医療法人　かわの内科〒737-0032 0823-25-1411医療法人　かわの内科河野　政典 平19. 5. 1一般        19診療所
     胃腸科 呉市本町４－２ 常　勤:    1胃腸科　理事長　河野 組織変更 内   胃   消  現存
     (医       1)　政典 平25. 5. 1循   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126605,1418,0 呉中央クリニック整形〒737-0051 0823-32-0011湯川　岳夫 湯川　岳夫 平11. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科 呉市中央１－５－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126705,1419,8 ふるさとクリニック 〒737-0051 0823-25-8802孫　順徳 孫　順徳 平11.10. 1消   内   小  診療所
     呉市中央４－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126805,1421,4 医療法人社団有信会　〒737-0001 0823-72-3030医療法人社団　有信会栗原　毅 平12. 2. 1外   内   整外診療所
     呉記念クリニック 呉市阿賀北３丁目４－１１ 常　勤:    3　理事長　岡田　雅晴 新規 リハ リウ 現存
     (医       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126905,1422,2 医療法人　エフシー　〒737-0125 0823-73-7070医療法人　エフシー　藤井　秀昭 平16. 5. 1内   循   診療所
     ふじい内科循環器科 呉市広本町３丁目１７－２１ 常　勤:    1ふじい内科循環器科　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　藤井　秀昭 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127005,1423,0 大宇根内科呼吸器科ク〒737-0112 0823-76-2202医療法人　晃全会　理大宇根　晃雅 平14.11. 1内   呼   放  診療所
     リニック 呉市広古新開１丁目１－３１ 常　勤:    1事長　大宇根　晃雅 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127105,1424,8 きむら内科消化器科ク〒737-0141 0823-76-5511医療法人　なだ会　理木村　誠一郎 平15. 9. 1内   消   胃  診療所
     リニック 呉市広大新開３丁目３－５０ 常　勤:    1事長　木村　誠一郎 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127205,1425,5 たかた小児科 〒737-0911 0823-34-0823高田　和夫 高田　和夫 平13.12. 1小   内   診療所
     呉市焼山北３丁目５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127305,1427,1 姫野内科医院 〒737-0052 0823-22-3355姫野　泰雄 姫野　泰雄 平14. 4. 1内   消   循  診療所
     呉市東中央４丁目５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127405,1429,7 サン・クリニック 〒737-0056 0823-32-1515花栗　勝郎 花栗　勝郎 平14. 5. 1内   放   診療所
     呉市朝日町１－８花栗ビル１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 127505,1430,5 いとう耳鼻咽喉科クリ〒737-0821 0823-32-2123医療法人　いとう耳鼻伊藤　衛 平17. 4. 1耳い 診療所
     ニック 呉市三条３丁目２－７ 常　勤:    2咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　伊藤　衛 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127605,1432,1 真田内科消化器科クリ〒737-0852 0823-31-7447真田　泰興 真田　泰興 平14. 7. 1内   消   診療所
     ニック 呉市吉浦東本町１丁目７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127705,1433,9 土本内科消化器科医院〒737-0077 0823-22-7500土本　伝哉 土本　伝哉 平14. 9. 1内   消   診療所
     呉市伏原１丁目３－１８Ｔビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127805,1434,7 下原循環器内科クリニ〒737-0811 0823-32-5220医療法人　心友会　理下原　康彰 平16. 4. 1内   循   診療所
     ック 呉市西中央１丁目３－１０　４Ｆ常　勤:    1事長　下原　康彰 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127905,1435,4 公立下蒲刈病院 〒737-0303 0823-65-3100呉市長　新原　芳明 定本　哲郎 平15. 4. 1一般        49病院
     (05,3218,8) 呉市下蒲刈町下島２１２０番地の常　勤:    6 その他 内   他   小  現存
     ４ (医       3) 平27. 4. 1外   整外 脳外
     (歯       1) 脳内 眼   耳い
     (薬       2) リハ 放   歯  
     非常勤:   52 歯外 
     (医      50) 消化器内科、循
     (歯       2) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128005,1436,2 大地蔵診療所 〒737-0303 0823-65-2067呉市長　新原　芳明 土井　潤 平15. 4. 1内   外   診療所
     呉市下蒲刈町下島３３９７番地の常　勤:    1 その他 現存
     ２ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128105,1437,0 松田脳神経外科 〒737-0935 0823-30-5161医療法人　飛翔会　理松田　保宏 平20. 5. 1脳外 神内 放  診療所
     呉市焼山中央１丁目２－１６ 常　勤:    1事長　松田　保宏 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128205,1438,8 碓井サテライトクリニ〒737-0125 0823-71-7031碓井　芳樹 碓井　芳樹 平15. 7. 1胃   こう 内  診療所
     ック 呉市広本町３－６－１７ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128305,1439,6 医療法人　健応会　呉〒737-0924 0823-33-0511医療法人　健応会　理森　和彦 平15.10. 1精神       184病院
     やけやま病院 呉市焼山南１丁目８－２３ 常　勤:    3事長　丸石　正治 新規 精   心内 内  現存
     (医       3) 平27.10. 1リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)



 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

［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   142 頁

 128405,1440,4 藤原脳神経外科クリニ〒737-0046 0823-32-2515医療法人　敬友会　理藤原　敬 平19. 4. 1脳外 神内 心内診療所
     ック 呉市中通２丁目１－２４　ガレン常　勤:    1事長　藤原　敬 組織変更 現存
     ビル２階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128505,1442,0 ひまわりクリニック 〒737-2603 0823-87-5253医療法人　社団　恵和管理者　不在 平16. 4. 1内   診療所
     呉市川尻町西６丁目９－８ 非常勤:    1会　理事長　銭谷　平 組織変更 休止
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128605,1443,8 山尾医院 〒737-0072 0823-22-2719西垣内　啓二 西垣内　啓二 平16. 6. 1内   消   循  診療所
     呉市東畑１丁目１－２２ 常　勤:    1 その他 放   療養病床
     (医       1) 平28. 6. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128705,1445,3 早川クリニック 〒737-0111 0823-76-6007早川　浩 早川　浩 平17. 3. 1一般        19診療所
     呉市広大広２丁目７－４ 常　勤:    4 新規 精   心内 内  現存
     (医       3) 平29. 3. 1皮   
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128805,1446,1 呉市国民健康保険音戸〒737-1206 0823-50-0622呉市長　新原　芳明 森田　直樹 平17. 3.20一般        10診療所
     診療所 呉市音戸町高須３丁目７－１５ 常　勤:    1 その他 内   小   眼  現存
     (医       1) 平29. 3.20精   心内 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128905,1447,9 蒲刈診療所 〒737-0403 0823-66-1234呉市長　新原　芳明 多保　孝典 平17. 3.20内   外   診療所
     呉市蒲刈町田戸２３０８－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129005,1448,7 医療法人社団　あずま〒737-2512 0823-84-3034呉市長　新原　芳明 井上　林太郎 平17. 3.20一般        19診療所
     会　呉市国民健康保険呉市安浦町安登西６丁目１－３９常　勤:    1 その他 内   外   現存
     安浦診療所 (医       1) 平29. 3.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129105,1449,5 大浜診療所 〒734-0102 08466-8-3485医療法人　沖本クリニ沖本　信和 平17. 3.20内   他   外  診療所
     呉市豊浜町大浜３６８－１ 常　勤:    1ック　理事長　沖本　 交代 整外 現存
     (医       1)信和 平29. 3.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 129205,1451,1 呉整形外科クリニック〒737-0029 0823-32-6611医療法人社団　飛翔会長尾　彰 平17.10. 1整外 リウ リハ診療所
     呉市宝町２－５０ 常　勤:    1　理事長　寛田　司 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129305,1453,7 かじまクリニック 〒737-0024 0823-69-0090梶間　敏男 梶間　敏男 平18. 4. 1内   放   神内診療所
     呉市宮原２丁目６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129405,1454,5 医療法人社団　スマイ〒737-0923 0823-34-5366医療法人社団　スマイ桐林　慶 平18. 4. 1内   循   消  診療所
     ル　クレア焼山クリニ呉市神山３丁目３－３ 常　勤:    1ル　理事長　髙杉　啓 新規 現存
     ック (医       1)一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129505,1458,6 富永内科 〒737-0051 0823-22-1505富永　毅彦 富永　毅彦 平18. 7. 1内   診療所
     呉市中央３丁目１－９ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129605,1460,2 松田医院 〒737-0046 0823-22-2253医療法人社団　産婦人松田　修典 平18.10. 1一般        13診療所
     呉市中通２－４－１１ 常　勤:    2科小児科松田医院　理 その他 療養         6療養病床
     (医       2)事長　松田　修典 平24.10. 1産   婦   小  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129705,1462,8 森皮ふ科アレルギー科〒737-0112 0823-74-4112森　保 森　保 平19. 4. 1皮   アレ 診療所
     呉市広古新開８丁目３２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129805,1464,4 川岡整形外科 〒737-1207 0823-52-0021医療法人社団　川岡医川岡　一彦 平19. 5. 1整外 外   内  診療所
     呉市音戸町波多見１丁目２８－１常　勤:    1院　理事長　川岡　一 組織変更 療養病床
     ６ (医       1)彦 平25. 5. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129905,1465,1 株式会社ＩＨＩ　呉健〒737-0027 0823-26-2172株式会社ＩＨＩ　呉事三廻部　肇 平19. 4. 1内   診療所
     康支援センター 呉市昭和町２－１ 常　勤:    1業所長　野口　裕司 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130005,1466,9 中山クリニック 〒737-2516 0823-84-0877中山　賢証 中山　賢証 平19. 7.12内   循   診療所
     呉市安浦町中央２丁目２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130105,1467,7 たまき整形外科 〒737-0125 0823-76-5757玉木　隆 玉木　隆 平19.11. 1整外 リハ 診療所
     呉市広本町３丁目１８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
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 130205,1468,5 医療法人社団　スマイ〒737-0051 0823-23-8911医療法人社団　スマイ髙杉　啓一郎 平20. 1. 1内   他   ひ  診療所
     ル　博愛クリニック 呉市中央２丁目６－１３ 常　勤:    6ル　理事長　髙杉　啓 その他 他－腎臓内科、現存
     (医       6)一郎 平26. 1. 1透析内科
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130305,1469,3 きくち眼科 〒737-0029 0823-32-0205菊池　敏治 菊池　敏治 平20. 3. 3眼   診療所
     呉市宝町５－１０　ゆめタウン呉常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130405,1470,1 橋本クリニック 〒737-0029 0823-32-3000橋本　康志 橋本　康志 平20. 3.17皮   外   診療所
     呉市宝町５－１０　ゆめタウン呉常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平26. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130505,1471,9 心療内科　村岡クリニ〒737-0051 0823-32-2223村岡　満太郎 村岡　満太郎 平20. 4. 1心内 精   内  診療所
     ック 呉市中央２丁目６－１０　村上ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルⅡ４Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130605,1472,7 内科　離宮 〒737-0141 0823-75-2211医療法人　ＴＡＪＩ　太治　憲男 平20. 4. 1内   循   呼  診療所
     呉市広大新開１丁目４－１９ 常　勤:    1理事長　太治　憲男 移転 小   放   リハ現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130705,1474,3 医療法人社団　悠仁会〒737-0052 0823-23-1515医療法人社団　悠仁会後藤　孝彦 平20. 5. 1一般        48病院
     　後藤病院 呉市東中央１丁目８－２０ 常　勤:    4　後藤病院　理事長　 組織変更 療養        36療養病床
     (医       4)後藤　尹彦 平26. 5. 1整外 外   内  現存
     非常勤:    6 リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130805,1476,8 もちづき皮ふ科　アレ〒737-0051 0823-32-2266望月　満 望月　満 平21. 4. 1皮   アレ 診療所
     ルギー科 呉市中央１－５－１５　平田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130905,1477,6 谷口クリニック 〒737-0052 0823-23-5111医療法人社団　谷口ク谷口　正彦 平21. 4. 1外   整外 内  診療所
     呉市東中央２丁目８－１８ 常　勤:    2リニック　理事長　谷 組織変更 他   リハ 現存
     (医       2)口　正彦 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131005,1478,4 コムラ医院 〒737-0045 0823-21-8810古村　一秀 古村　一秀 平21. 7. 3内   外   整外診療所
     呉市本通２－７－１ 常　勤:    1 交代 皮   放   リハ現存
     (医       1) 平27. 7. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 131105,1479,2 岡村医院 〒737-0821 0823-24-3358医療法人　香会　理事岡村　洋 平21. 9. 1内   皮   整外診療所
     呉市三条３丁目２－５ 常　勤:    2長　岡村　洋 移転 他   現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131205,1480,0 クリニックほほえみ呉〒737-0046 0823-21-2525医療法人　ほほえみ会白井　千春 平21.10. 1内   精   神内診療所
     呉市中通１丁目２番３号 常　勤:    1　理事長　平川　晃 移転 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131305,1481,8 なかしお内科クリニッ〒737-0142 0823-74-8181医療法人社団　なかし中塩　了 平21.10. 1内   他   診療所
     ク 呉市広駅前１丁目１番１０号 常　勤:    1お内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　中塩　了 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131405,1483,4 よしうら診療所 〒737-0853 0823-31-7579秦　亮輔 秦　亮輔 平21.11. 1内   ひ   診療所
     呉市吉浦中町１丁目９番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131505,1485,9 中光整形外科リハビリ〒737-2603 0823-87-5755医療法人Ｓ．Ｒ．Ｃ．中光　清志 平22. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 呉市川尻町西５丁目１－２０ 常　勤:    1　理事長　中光　清志 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131605,1487,5 笠岡レディースクリニ〒737-0811 0823-23-2828医療法人　永心会　理笠岡　永光 平22.10. 1産   婦   診療所
     ック 呉市西中央１丁目３－１０　メデ常　勤:    1事長　笠岡　永光 組織変更 現存
     ィカルスクエア５Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131705,1488,3 木岡産婦人科・きおか〒737-0935 0823-30-5711医療法人あけび会　理木岡　寛雅 平23. 5. 1皮   産婦 診療所
     皮ふ科クリニック 呉市焼山中央２丁目５－７クリニ常　勤:    2事長　木岡　寛雅 組織変更 現存
     ックモール　リフレ２Ｆ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131805,1491,7 ゆみば子どもクリニッ〒737-0911 0823-30-5100医療法人ゆみば子ども弓場　千麻子 平23.10. 1小   診療所
     ク 呉市焼山北一丁目７番８号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)弓場　千麻子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131905,1492,5 重症心身障害児施設　〒737-0024 0823-32-3777社会福祉法人　広島県三宅　進 平24. 2. 1一般        58病院
     (05,3242,8) ときわ呉 呉市宮原十三丁目２－１２ 常　勤:    4リハビリテーション協 新規 小   内   整外現存
     (医       4)会　理事長　河内　昌 平30. 2. 1精   ひ   リハ
     非常勤:   28彦 歯   
     (医      26)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132005,1493,3 中央内科クリニック 〒737-0142 0823-71-8585医療法人　中央内科ク川合　淳 平24. 2.27一般         7診療所
     呉市広駅前一丁目４－５８ 常　勤:    2リニック　理事長　川 移転 療養        12療養病床
     (医       2)合　淳 平30. 2.27内   他   リハ現存
     腎臓内科、透析
     内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132105,1494,1 手島医院 〒737-0045 0823-21-2967医療法人　順典会　理南　順一 平24. 4. 1内   他   小  診療所
     呉市本通５丁目１番２４号 常　勤:    1事長　南　順一 組織変更 循環器内科、心現存
     (医       1) 平30. 4. 1臓血管内科、腎
     臓内科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132205,1495,8 医療法人　宗和会　香〒737-0045 0823-22-3421医療法人　宗和会　理香川　俊介 平24. 4. 1内   他   診療所
     川内科クリニック 呉市本通２丁目８番１６号 常　勤:    1事長　香川　俊介 新規 胃腸内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132305,1498,2 三篠会診療所 〒737-0161 0823-77-0949社会福祉法人　三篠会谷田　秀則 平24.11. 1内   歯   診療所
     (05,3244,4) 呉市郷原町２３８０番地 常　勤:    3　理事長　酒井　亮介 新規 現存
     (医       3) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132405,1500,5 村上整形外科 〒737-0051 0823-23-3232医療法人社団村上整形村上　恭義 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     呉市中央二丁目６番１０号 常　勤:    1外科　理事長　村上　 移転 休止
     (医       1)恭義 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132505,1503,9 ひろまち眼科 〒737-0112 0823-76-5553谷村　尚俊 谷村　尚俊 平25. 9. 5眼   診療所
     呉市広古新開７丁目２４番３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (医       1) 平25. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132605,1504,7 松尾内科循環器科クリ〒737-0112 0823-76-6711松尾　修介 松尾　修介 平25. 9. 4内   循   診療所
     ニック 呉市広古新開７丁目２４－３－３常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132705,1505,4 よしかわ医院 〒737-0051 0823-23-2066吉川　幸伸 吉川　幸伸 平25.10. 1外   内   診療所
     呉市中央１丁目３－１光陽ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132805,1506,2 医療法人社団　生康会〒737-0863 0823-31-1123医療法人社団　生康会谷本　光生 平25.10. 1内   診療所
     　谷本医院 呉市吉浦宮花町７番１１号 常　勤:    1　理事長　谷本　光生 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132905,1507,0 門田医院 〒737-0852 0823-31-7288門田　志津 門田　志津 平25.10. 7眼   診療所
     呉市吉浦東本町１丁目１１番６号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133005,1508,8 医療法人社団　仁井谷〒737-0046 0823-21-8585医療法人社団　仁井谷仁井谷　学 平26. 4. 1一般        11診療所
     (05,3250,1) 医院　にいたにクリニ呉市中通二丁目８番１８号 常　勤:    3医院　理事長　仁井谷 新規 療養         8療養病床
     ック (医       2)　邦彦 平26. 4. 1整外 リハ 歯  現存
     (歯       1) 小歯 皮   アレ
     非常勤:    5 麻   形外 他  
     (医       5) 美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133105,1509,6 小早川クリニック　心〒737-0112 0823-76-3351小早川　英夫 小早川　英夫 平26. 4.15心内 精   診療所
     療内科 呉市広古新開７丁目２４－３－３常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133205,1510,4 よつばクリニック 〒737-0043 0823-25-8001平賀　亮 平賀　亮 平26. 4. 1内   診療所
     呉市和庄登町１３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133305,1511,2 向井内科 〒737-1216 0823-51-2112医療法人社団さゆり会向井　皇 平26. 4. 1内   リハ 診療所
     呉市音戸町田原２丁目２番８号 常　勤:    1　理事長　向井　皇 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133405,1512,0 たむら眼科 〒737-0012 0823-28-3667医療法人社団たむら眼田村　博己 平26. 4. 1眼   診療所
     呉市警固屋４丁目２番１１号 常　勤:    1科　理事長　田村　博 組織変更 現存
     (医       1)己 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133505,1513,8 村田内科クリニック 〒737-0045 0823-20-0122村田　道夫 村田　道夫 平26. 8.25アレ 診療所
     呉市本通７－１４－３ 常　勤:    1 移転 内科（循環器・現存
     (医       1) 平26. 8.25人工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133605,1514,6 のびのびこどもクリニ〒737-0003 0823-76-6688野間　裕里江 野間　裕里江 平26.10. 1小   診療所
     ック 呉市阿賀中央６丁目２－１１あが常　勤:    1 新規 現存
     プラザ１Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133705,1515,3 石泌尿器科医院 〒737-0032 0823-23-0808医療法人社団　石泌尿石　光広 平26.11. 1一般         4診療所
     呉市本町９番１９号 常　勤:    1器科医院　理事長　石 組織変更 ひ   現存
     (医       1)　光広 平26.11. 1
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 133805,1516,1 かわもと心臓内科クリ〒737-0029 0823-36-6660川本　俊治 川本　俊治 平27. 1. 1内   診療所
     ニック 呉市宝町２番２３－１号 常　勤:    1 新規 循環器内科（主現存
     (医       1) 平27. 1. 1たる診療科）、
     糖尿病・代謝内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133905,1517,9 ひじり皮ふ科クリニッ〒737-0003 0823-76-3250真田　聖子 真田　聖子 平27. 4. 1皮   診療所
     ク 呉市阿賀中央６丁目２－１１あが常　勤:    1 新規 現存
     プラザ１Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134005,1519,5 やすもとクリニック 〒737-0051 0823-32-7505医療法人　明笑会　理安本　正徳 平27.10. 1整外 リハ リウ診療所
     呉市中央２丁目３番２２号 常　勤:    1事長　安本　正徳 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134105,1520,3 医療法人社団ひかり会〒737-0029 0823-22-5544医療法人社団ひかり会山川　良治 平27.10. 1一般        40病院
     　木村眼科内科病院 呉市宝町３番１５号 常　勤:   10　理事長　木村　徹 移転 眼   内   麻  現存
     (医      10) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134205,1522,9 いとう腎・泌尿器科ク〒737-0046 0823-32-7045伊藤　誠一 伊藤　誠一 平28. 8. 1ひ   内   診療所
     リニック 呉市中通２丁目１番２６号呉中通常　勤:    1 新規 現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134305,1523,7 岸槌医院 〒737-0823 0823-21-7627医療法人Ｔａｋｕｙｕ岸槌　健太郎 平28.10. 1内   呼   循  診療所
     呉市海岸二丁目１６番１２号 常　勤:    2会　理事長　岸槌　健 組織変更 現存
     (医       2)太郎 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134405,1524,5 クリニック平田整形外〒737-0003 0823-69-7360平田　敏明 平田　敏明 平29. 4. 1外   整外 内  診療所
     科 呉市阿賀中央４丁目５番２５号 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134505,1525,2 もりや小児科クリニッ〒737-0112 0823-74-1890医療法人もりや小児科守屋　真 平29.10. 1小   診療所
     ク 呉市広古新開七丁目２３番９号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)守屋　真 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134605,1526,0 呉みどりヶ丘病院 〒737-0001 0823-72-6111医療法人正雄会　理事長尾　早江子 平29.11. 1精神       304病院
     呉市阿賀北一丁目１５番４５号 常　勤:    7長　長尾　早江子 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       7) 平29.11. 1他   放   
     非常勤:   15 他：消化器内科
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134705,1527,8 大原内科　循環器科 〒737-0045 0823-21-7600大原　伸二 大原　伸二 平30. 1. 1内   他   診療所
     呉市本通２丁目６番７号 常　勤:    1 交代 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 1. 1、糖尿病内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134805,1528,6 医療法人社団　生康会〒737-0821 0823-27-6511医療法人社団　生康会谷本　享生 平30. 3. 1内   他   診療所
     　谷本メディカルクリ呉市三条４丁目４番１２号　１階常　勤:    1　理事長　谷本　光生 交代 他：循環器内科現存
     ニック (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134905,1529,4 村上内科胃腸科 〒737-0152 0823-79-1333村上　 俊 村上　 俊 平30. 3.29内   他   診療所
     呉市仁方本町２－９－２９ 常　勤:    1 交代 他１：胃腸内科現存
     (医       1) 平30. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135007,1001,0 国家公務員共済組合連〒729-2316 0846-26-0250国家公務員共済組合連近藤　圭一 昭32.10.31一般        44病院
     合会　呉共済病院忠海竹原市忠海中町２丁目２－４５ 常　勤:    4合会　理事長　松元　 新規 内   他   皮  現存
     分院 (医       4)崇 平29.10.31耳い 整外 循  
     非常勤:    9 他－１件（呼吸
     (医       9) 器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135107,1002,8 いのくちクリニック 〒729-2316 0846-26-0700医療法人社団卓仁会井井口　哲彦 平 5.11. 1耳い 他   診療所
     竹原市忠海中町２丁目１－４０ 常　勤:    1口耳鼻咽喉科眼科医院 組織変更 緩和ケア内科 現存
     (医       1)　理事長　井口　哲彦 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135207,1004,4 医療法人　大多和医院〒729-2316 0846-26-0304医療法人　大多和医院大多和　泰憲 平10. 9. 1胃   外   診療所
     竹原市忠海中町４－３－１４ 常　勤:    1　理事長　大多和　泰 組織変更 現存
     (医       1)憲 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135307,1010,1 中島内科クリニック 〒725-0026 0846-22-2002医療法人杏竹会　理事中島　英勝 平元. 5. 1内   診療所
     竹原市中央２丁目１４－１５ 常　勤:    1長　中島　英勝 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 135407,1014,3 医療法人楽生会　馬場〒725-0012 0846-22-2071医療法人楽生会　理事馬場　広 平 2.12. 1一般        32病院
     病院 竹原市下野町１７４４ 常　勤:    5長　馬場　広 組織変更 療養        48療養病床
     (医       5) 平29.12. 1内   神内 外  現存
     非常勤:    6 整外 リハ 精  
     (医       6) 心内 リウ 呼内
     他   
     他－３件（消化
     器内科、大腸・
     肛門外科、肝臓
     内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135507,1016,8 三井金属鉱業（株）竹〒725-0025 0846-22-0600三井金属鉱業株式会社新田　和宏 昭47. 5.15内   診療所
     原製煉所　竹原製煉所竹原市塩町１丁目５－１ 常　勤:    1竹原製煉所　所長　永 移転 現存
     医院 (医       1)瀧　英一 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135607,1017,6 医療法人仁光会　日谷〒725-0026 0846-22-2049医療法人仁光会　日谷日谷　光一郎 昭62.12. 1一般        14診療所
     眼科 竹原市中央２丁目７－７ 常　勤:    4眼科　理事長　日谷　 その他 眼   現存
     (医       4)博光 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135707,1022,6 医療法人社団　城原胃〒725-0026 0846-22-2632医療法人社団城原胃腸城原　直樹 平 2. 8. 1内   外   整外診療所
     腸科整形外科 竹原市中央３丁目４－１ 常　勤:    2科整形外科　理事長　 組織変更 皮   ひ   胃  現存
     (医       2)城原　直樹 平29. 8. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135807,1023,4 医療法人社団　浅野内〒729-2316 0846-26-0518医療法人社団浅野内科浅野　弘 平 7. 7. 1内   診療所
     科医院 竹原市忠海中町２－１０－１０ 常　勤:    2医院　理事長　浅野　 移転 現存
     (医       2)稔 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135907,1024,2 医療法人　かわの医院〒725-0021 0846-22-0724医療法人　かわの医院川野　亮 平17. 4. 1外   内   胃  診療所
     竹原市竹原町３５５４ 常　勤:    2　理事長　川野　亮 組織変更 こう 他   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136007,1026,7 医療法人社団聴晴会　〒725-0026 0846-22-0882医療法人社団　聴晴会天野　 晴 平18. 5. 1耳い 診療所
     あまの耳鼻咽喉科医院竹原市中央３丁目３－１ 常　勤:    1　理事長　天野　 晴 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136107,1030,9 医療法人　円山医院 〒725-0026 0846-22-0878医療法人　円山医院　円山　啓壯 平13.10. 1内   整外 麻  診療所
     竹原市中央３丁目１７－１２ 常　勤:    2理事長　円山　信二 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136207,1031,7 医療法人社団恵宣会　〒725-0012 0846-22-0963医療法人社団恵宣会　長岡　幾雄 昭60. 4. 1精神       192病院
     竹原病院 竹原市下野町６５０ 常　勤:    2竹原病院　理事長　西 組織変更 内   精   神  現存
     (医       2)村　一彦 平30. 4. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
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 136307,1036,6 竹原市休日診療所 〒725-0026 0846-22-7157竹原市長　今榮　敏彦大田　和弘 平 4. 5. 1内   小   診療所
     竹原市中央３丁目１４－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136407,1038,2 医療法人　宏慈会　桑〒725-0026 0846-22-2009医療法人宏慈会　理事桑原　将司 平元.11. 1一般        11診療所
     原内科循環器科医院 竹原市中央２丁目２０－２５ 常　勤:    2長　桑原　衡平 組織変更 内   循   放  現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136507,1040,8 医療法人社団仁慈会　〒725-0012 0846-22-6121医療法人社団　仁慈会前田　貴司 昭63.11. 1一般       113病院
     安田病院 竹原市下野町３１３６ 常　勤:   16　理事長　安田　克樹 組織変更 療養        80療養病床
     (医      14) 平28. 4. 1外   内   整外現存
     (薬       2) 消   循   脳外
     非常勤:   45 麻   リハ 呼  
     (医      44) 耳い ひ   精  
     (薬       1) 婦   他   
     脳神経内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136607,1042,4 医療法人社団　大貫内〒725-0002 08462-9-1592医療法人社団　大貫内大貫　達也 平 2. 1. 1内   小   放  診療所
     科医院 竹原市西野町１９２５－７ 常　勤:    1科医院　理事長　大貫 組織変更 現存
     (医       1)　達也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136707,1044,0 医療法人社団仁寿会　〒725-0026 0846-22-2325医療法人社団仁寿会　河野　晋久 昭60.11. 1内   他   小  診療所
     こうの医院 竹原市中央３丁目１５－１ 常　勤:    2理事長　山下　由喜子 新規 循環器内科 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136807,1047,3 永井皮膚科医院 〒725-0026 0846-22-2246松本　恭子 松本　恭子 昭62. 6. 1皮   診療所
     竹原市中央５丁目１０－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136907,1050,7 大田整形外科おおた内〒725-0026 0846-23-5101医療法人社団　あおい大田　和弘 平16. 3. 1整外 リハ 内  診療所
     科 竹原市中央４丁目４－２５ 常　勤:    2会　大田整形外科　理 組織変更 消   現存
     (医       2)事長　大田　和弘 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137007,1051,5 米田小児科医院 〒725-0026 0846-22-1239米田　吉宏 米田　吉宏 平13. 6. 1小   内   診療所
     竹原市中央２丁目１８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137107,1052,3 おぎ皮膚科アレルギー〒725-0012 0846-23-5512尾木　兵衛 尾木　兵衛 平16. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     科クリニック 竹原市下野町小井手３２７０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 137207,1053,1 しいはらクリニック 〒725-0021 0846-21-9522椎原　康也 椎原　康也 平23. 5. 1内   麻   他  診療所
     竹原市竹原町３６４３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137309,1005,7 三菱三原病院 〒729-0324 0848-62-7331三菱重工業株式会社　寺面　和史 昭37. 7. 2一般        92病院
     (09,3005,1) 三原市糸崎３丁目３－１ 常　勤:   12取締役社長　宮永俊一 新規 内   胃   外  現存
     (医       8) 平28. 7. 2整外 こう 婦  
     (歯       1) 眼   耳い リハ
     (薬       3) 脳外 他   歯  
     非常勤:   10 歯外 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137409,1009,9 医療法人　仁康会　小〒729-2361 0848-66-3355医療法人　仁康会　理山岡　信明 昭57. 3. 1精神       228病院
     (09,3037,4) 泉病院 三原市小泉町４２４５ 常　勤:   13事長　谷本　雄謙 その他 精神        60現存
     (医      10) 平30. 3. 1精神        54
     (歯       1) 精神        50
     (薬       2) 精   神   内  
     非常勤:   35 歯   
     (医      30)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137509,1019,8 阪田医院 〒729-2252 0848-69-0033医療法人阪田医院　理阪田　英世 平 2. 1. 1内   消   放  診療所
     三原市幸崎能地４丁目１０番５号常　勤:    2事長　阪田　英世 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137609,1021,4 総合病院　三原赤十字〒723-8512 0848-64-8111日本赤十字社広島県支渡辺　誠 昭32.10.31一般       226病院
     病院 三原市東町２丁目７－１ 常　勤:   18部　支部長　湯﨑　英 新規 内   他   小  現存
     (医      18)彦 平29.10.31外   整外 ひ  
     非常勤:   29 皮   産婦 眼  
     (医      29) 耳い 麻   放  
     リハ 脳外 リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137709,1029,7 医療法人清幸会　三原〒723-0014 0848-64-1212医療法人清幸会　理事中山　泰典 昭32.10.31一般       148病院
     城町病院 三原市城町１丁目１４－１４ 常　勤:    7長　福村　文雄 新規 療養        40療養病床
     (医       7) 平29. 9. 1内   呼内 神内現存
     非常勤:   19 外   呼外 心外
     (医      19) 整外 皮   ひ  
     リハ 放   麻  
     他   
     循環器内科、消
     化器内科、血液
     内科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［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   153 頁

 137809,1036,2 川西医院 〒723-0063 0848-62-2253河島　充私子 河島　充私子 平14. 1. 1小   内   診療所
     三原市西町１丁目２－６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137909,1051,1 医療法人社団　坂田外〒723-0016 0848-63-5555医療法人社団　坂田外坂田　正毅 平12. 5. 1外   こう 診療所
     科肛門科 三原市宮沖５丁目２－１４ 常　勤:    1科肛門科　理事長　坂 組織変更 現存
     (医       1)田　正毅 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138009,1055,2 なんばレディースクリ〒723-0015 0848-62-7375医療法人　なんばレデ難波　幸一 平14. 4. 1一般        17診療所
     ニック 三原市円一町３丁目１２－３ 常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)事長　難波　幸一 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138109,1056,0 医療法人大慈会　三原〒723-0003 0848-63-8877医療法人大慈会　理事小山田　孝裕 昭41.10.21精神       405病院
     病院 三原市中之町６丁目３１－１ 常　勤:    9長　 中　志緒里 組織変更 内   精   神  現存
     (医       9) 平29.10.21
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138209,1062,8 医療法人社団正和会　〒723-0014 0848-62-2493医療法人社団正和会　松下　和太郎 平 7. 3. 1整外 内   リハ診療所
     松下クリニック 三原市城町１丁目２０－２５ 常　勤:    2松下クリニック　理事 組織変更 外   皮   現存
     (医       2)長　松下　和太郎 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138309,1063,6 医療法人社団杏善会　〒723-0003 0848-62-5571医療法人社団杏善会　初鹿　祐二 平元. 7. 1内   神内 呼  診療所
     初鹿内科胃腸科医院 三原市中之町１丁目２１－１０ 常　勤:    1理事長　初鹿　祐二 組織変更 消   循   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138409,1068,5 遠藤医院 〒723-0062 0848-62-4820遠藤　俊明 遠藤　俊明 昭57.11. 1内   外   診療所
     三原市本町３丁目１４－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138509,1073,5 武田小児科医院 〒723-0014 0848-62-4814武田　啓志 武田　啓志 昭57. 6. 1小   診療所
     三原市城町１丁目１６－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138609,1077,6 医療法人　つぼい医院〒729-0324 0848-62-6767医療法人つぼい医院　壷井　克敏 平 8.10. 1胃   外   整外診療所
     三原市糸崎４丁目９－２４ 常　勤:    1理事長　壷井　克敏 組織変更 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138709,1080,0 医療法人社団　難波外〒723-0013 0848-62-6768医療法人社団　難波外難波　賢 平元. 6. 1整外 外   リハ診療所
     科医院 三原市古浜１丁目３－５ 常　勤:    1科医院　理事長　難波 組織変更 皮   現存
     (医       1)　賢 平28. 6. 1
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 138809,1086,7 医療法人社団　平川皮〒723-0017 0848-63-7795医療法人社団　平川皮平川　十春 平元.10. 1皮   ひ   診療所
     膚泌尿器科医院 三原市港町３丁目６－３５ 常　勤:    1膚泌尿器科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　平川　十春 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138909,1094,1 医療法人杏仁会　松尾〒723-0014 0848-63-5088医療法人杏仁会　理事松尾　晃樹 昭55. 1. 1一般       110病院
     内科病院 三原市城町３丁目７－１ 常　勤:    9長　松尾　晃樹 組織変更 内   他   神内現存
     (医       8) 平28. 1. 1呼   消   循  
     (薬       1) 放   リハ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139009,1098,2 永井耳鼻咽喉科医院 〒723-0014 0848-63-2487永井　武 永井　武 昭53. 1. 1耳   い   診療所
     三原市城町１丁目６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139109,1099,0 医療法人社団昭仁会　〒723-0016 0848-62-2613医療法人社団昭仁会中中林　昭策 平元.10. 1整外 リハ 診療所
     中林整形外科 三原市宮沖２丁目４－１ 常　勤:    1林整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)中林　昭策 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139209,1100,6 医療法人社団　ツネト〒723-0032 0848-67-0613医療法人社団ツネトウ恒遠　純一郎 平元. 6. 1内   消   外  診療所
     ウ胃腸科外科 三原市須波西１丁目１番１２号 常　勤:    1胃腸科外科　理事長　 組織変更 整外 皮   現存
     (医       1)恒遠　純一郎 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139309,1101,4 柴田産婦人科皮膚科医〒723-0014 0848-62-2525柴田　干城 柴田　干城 昭55. 5. 1一般        10診療所
     院 三原市城町１丁目１９－１０ 常　勤:    1 新規 産   婦   皮  現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139409,1106,3 一般社団法人　三原市〒723-0051 0848-62-3113一般社団法人　三原市奥崎　健 昭63.12. 1一般       150地域支援
     医師会　三原市医師会三原市宮浦１丁目１５－１ 常　勤:   11医師会　会長　木原　 新規 療養        50病院
     病院 (医      11)幹夫 平27.12. 1内   外   整外療養病床
     非常勤:  132 こう 神内 ひ  現存
     (医     132) 婦   リハ 放  
     麻   呼外 他  
     血液浄化療法科
     ・糖内・乳腺科
     ・呼内、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 139509,1107,1 三原市医師会休日夜間〒723-0051 0848-67-7040一般社団法人　三原市安原　愼治 平 6. 4.29内   小   外  診療所
     急患診療所 三原市宮浦１丁目１５－１ 常　勤:    1医師会　会長　木原　 交代 現存
     (医       1)幹夫 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139609,1117,0 越智眼科 〒723-0051 0848-62-0331医療法人社団越智眼科越智　利行 平 5. 3. 1一般        15診療所
     三原市宮浦６丁目７－３９ 常　勤:    2　理事長　越智　利行 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139709,1118,8 武井胃腸科内科 〒723-0016 0848-62-3844医療法人社団　慈成会湯河　良之 平13. 7. 1胃   内   診療所
     三原市宮沖５丁目８－２０ 常　勤:    1　理事長　湯河　良之 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139809,1119,6 医療法人　宗斉会　須〒723-0035 0848-69-1888医療法人　宗斉会　理有本　之嗣 平 4. 9. 1一般        40病院
     波宗斉会病院 三原市須波ハイツ２丁目３番１０常　勤:    3事長　有本　之嗣 組織変更 療養        30療養病床
     号 (医       3) 平28. 9. 1内   外   整外現存
     非常勤:    9 リハ 呼内 他  
     (医       9) 神内 放   
     消内、糖内、老
     年内科、内視鏡
     内、乳外、肛外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139909,1123,8 医療法人社団　おばた〒723-0003 0848-62-1313医療法人社団おばたク小幡　明儀 平 6. 2. 1一般        12診療所
     クリニック 三原市中之町１丁目２０－１６ 常　勤:    2リニック　理事長　小 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       2)幡　明儀 平30. 2. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140009,1125,3 医療法人社団　戸谷整〒723-0051 0848-67-1622医療法人社団　戸谷整戸谷　和夫 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 三原市宮浦３丁目２８－１８ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)戸谷　和夫 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140109,1126,1 こだま泌尿器科クリニ〒723-0017 0848-62-5153児玉　光人 児玉　光人 平16. 9. 1ひ   性   診療所
     ック 三原市港町１丁目３－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140209,1131,1 井上眼科 〒723-0014 0848-64-2593医療法人　井上眼科　井上　恭一 平17. 5. 1眼   診療所
     三原市城町２丁目１３－１ 常　勤:    1理事長　井上　恭一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140309,1133,7 押尾クリニック 〒723-0014 0848-67-8766医療法人　あやめ会　押尾　雅友 平18. 5. 1精   神   内  診療所
     三原市城町１丁目１２番２３－１常　勤:    1理事長　押尾　雅友 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
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 140409,1134,5 医療法人社団　みやも〒723-0044 0848-67-9655医療法人社団みやもり宮森　眞治 平 9. 9. 1内   呼   胃  診療所
     り医院 三原市宗郷３丁目３－３ 常　勤:    1医院　理事長　宮森　 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)眞治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140509,1136,0 公立大学法人　県立広〒723-0053 0848-60-1120公立大学法人　県立広沖　貞明 平19. 4. 1リハ 整外 神内診療所
     島大学　保健福祉学部三原市学園町１－１ 常　勤:    3島大学　理事長　中村 新規 小   精   耳い現存
     附属診療所 (医       3)　健一 平25. 4. 1脳外 内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140609,1137,8 石根内科循環器科医院〒723-0145 0848-60-2050医療法人社団石根内科石根　顕史 平19. 5. 1内   循   小  診療所
     三原市沼田東町片島２２４－５ 常　勤:    1循環器科医院　理事長 移転 リハ 現存
     (医       1)　石根　顕史 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140709,1138,6 医療法人社団杏善会　〒723-0003 0848-62-6482医療法人社団杏善会　初鹿　寿美恵 平 8. 8. 1内   診療所
     初鹿内科医院分院 三原市中之町３丁目３－１１ 常　勤:    1理事長　初鹿　祐二 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140809,1139,4 わきた小児科 〒723-0051 0848-67-7999脇田　宜治 脇田　宜治 平 9. 1. 1小   診療所
     三原市宮浦６丁目６－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140909,1140,2 すずき内科胃腸科クリ〒723-0062 0848-62-9907鈴木　武彦 鈴木　武彦 平 9. 5. 1内   胃   診療所
     ニック 三原市本町１丁目９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141009,1143,6 さくら眼科クリニック〒723-0015 0848-61-2225医療法人社団　さくら村上　智宣 平13. 4. 1眼   診療所
     三原市円一町１丁目１－７フジグ常　勤:    1会　理事長　村上　智 組織変更 現存
     ラン三原ガーデニング棟２Ｆ (医       1)宣 平25. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141109,1146,9 医療法人　仁康会　港〒723-0017 0848-62-1711医療法人　仁康会　理久島　浩文 平13. 5. 1精   神   内  診療所
     町クリニック 三原市港町３丁目１９－６ 常　勤:    1事長　谷本　雄謙 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 141209,1147,7 なぎさ医院 〒723-0031 0848-61-5551立田　繁比古 立田　繁比古 平13. 7. 1内   皮   診療所
     三原市須波２丁目２２番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141309,1148,5 木曽胃腸科内科 〒723-0046 0848-81-0311医療法人　木曽胃腸科木曽　尊彦 平17. 4. 1胃   内   診療所
     三原市明神２丁目１１－７ 常　勤:    1内科　理事長　木曽　 組織変更 現存
     (医       1)尊彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141409,1150,1 寺田外科クリニック 〒723-0014 0848-81-0510寺田　和貴 寺田　和貴 平19. 4.16外   胃   こう診療所
     三原市城町１丁目２－１　ペアシ常　勤:    1 移転 リハ 現存
     ティ三原西館２Ｆ (医       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141509,1151,9 医療法人社団　三康会〒723-0044 0848-67-7711医療法人社団　三康会得能　正英 平15. 9. 1内   外   整外診療所
     　得能クリニック 三原市宗郷１丁目３－１２ 常　勤:    2　理事長　得能　正英 組織変更 リハ 呼   アレ現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141609,1152,7 なんば麻酔科・リウマ〒723-0051 0848-61-5722難波　滋 難波　滋 平16. 5. 1麻   リウ 内  診療所
     チ科 三原市宮浦５丁目１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141709,1153,5 大和診療所 〒729-1321 0847-34-0034三原市長　天満　祥典 家　証一 平17. 3.22内   診療所
     三原市大和町和木１５３８－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.22
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141809,1155,0 ひとみスキンクリニッ〒723-0017 0848-62-7682医療法人　つぼい医院壷井　ひとみ 平17. 4. 1皮   診療所
     ク 三原市港町１丁目３－１５ 常　勤:    1　理事長　壺井　克敏 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141909,1156,8 さんさん内科クリニッ〒723-0017 0848-61-3171医療法人社団　明清会向井　順子 平17. 6. 1内   循   診療所
     ク 三原市港町１丁目３－１５ 常　勤:    1　理事長　山田　徹 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142009,1157,6 あさだ内科 〒723-0051 0848-61-5688浅田　備之 浅田　備之 平18. 2. 1内   消   胃  診療所
     三原市宮浦５丁目１６－２３ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142109,1158,4 かじやま内科循環器科〒723-0016 0848-61-3180梶山　晃雄 梶山　晃雄 平18. 7. 1内   循   呼  診療所
     三原市宮沖２丁目６－１８ 常　勤:    1 新規 アレ 消   小  現存
     (医       1) 平30. 7. 1
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 142209,1161,8 もだ内科クリニック 〒722-1304 0847-32-5560茂田　泰明 茂田　泰明 平21. 5. 1内   ひ   放  診療所
     三原市久井町江木中ノ坪１１６３常　勤:    1 新規 現存
     番６ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142309,1162,6 白須整形外科クリニッ〒723-0017 0848-62-1111医療法人白須整形外科白須　健司 平21.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 三原市港町一丁目６番６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)白須　健司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142409,1163,4 社会医療法人　里仁会〒723-8686 0848-63-5500社会医療法人　里仁会藤原　恒太郎 平21.10. 1一般       243病院
     (09,3077,0) 　興生総合病院 三原市円一町二丁目５番１号 常　勤:   29　理事長　藤原　恒太 移転 療養        80療養病床
     (医      27)郎 平27.10. 1外   内   他  現存
     (歯       2) 心外 放   形外
     非常勤:   47 ひ   脳外 小  
     (医      40) 整外 リウ 心内
     (歯       7) 産婦 眼   耳い
     皮   麻   神内
     リハ 歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142509,1165,9 医療法人社団　明清会〒723-0051 0848-67-4767医療法人社団　明清会山田　徹 平22. 8. 1一般        35病院
     　山田記念病院 三原市宮浦６丁目２番１号 常　勤:    5　理事長　山田　徹 新規 脳外 内   他  現存
     (医       5) 平28. 8. 1神内 リハ 
     非常勤:   22 他－循環器内科
     (医      22) 、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142609,1167,5 公立くい診療所 〒722-1304 0847-32-6111世羅中央病院企業団　弘野　正司 平23.10. 1外   内   整外診療所
     三原市久井町江木５０番地１ 常　勤:    1企業長　多幾山　渉 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142709,1169,1 木村耳鼻咽喉科アレル〒723-0051 0848-63-1133医療法人信由会　理事木村　信次 平24.12. 1耳い アレ 診療所
     ギー科 三原市宮浦６丁目３番２８号 常　勤:    1長　木村　信次 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142809,1170,9 永沢耳鼻咽喉科医院 〒723-0017 0848-62-4860医療法人　社団　永沢永澤　容 平25. 2. 1耳い 診療所
     三原市港町一丁目６番９号 常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 移転 現存
     (医       1)長　永澤　容 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142909,1171,7 なす眼科クリニック 〒723-0017 0848-62-5155那須　貴臣 那須　貴臣 平25. 4. 1眼   診療所
     三原市港町１丁目３－１５サンラ常　勤:    1 新規 現存
     イズアネックス１Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143009,1172,5 たかはしメンタルクリ〒723-0054 0848-81-0717高橋　輝道 高橋　輝道 平25. 7. 3心内 精   診療所
     ニック 三原市頼兼１丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143109,1173,3 いしねファミリークリ〒729-0417 0848-60-6555医療法人　社団　いし石根　典幸 平25.11. 1内   外   整外診療所
     ニック 三原市本郷南５丁目１９番１５号常　勤:    1ねファミリークリニッ 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)ク　理事長　石根　典 平25.11. 1胃腸内科、胃腸
     幸 外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143209,1174,1 うえだ皮膚科 〒723-0054 0848-61-1277上田　武滋 上田　武滋 平26. 4. 2皮   形外 アレ診療所
     三原市頼兼１丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143309,1175,8 みはらえきまえクリニ〒723-0014 0848-63-5000金行　祥造 金行　祥造 平27. 5. 1内   心外 診療所
     ック血管外科・胃腸内三原市城町１丁目８－７　１Ｆ 常　勤:    1 新規 消化器内科、漢現存
     科 (医       1) 平27. 5. 1方内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143409,1176,6 小園内科・循環器科 〒723-0014 0848-62-7525医療法人小園内科・循小園　亮次 平27.11. 1内   循   診療所
     三原市城町二丁目２番１号第二勝常　勤:    1環器科　理事長　小園 組織変更 現存
     原ビル２階 (医       1)　亮次 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143509,1177,4 木原こどもクリニック〒723-0015 0848-61-0321医療法人　リーベリー木原　幹夫 平30. 4. 1小   診療所
     三原市円一町一丁目１番７号フジ常　勤:    1　理事長　木原　幹夫 組織変更 現存
     グラン三原 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143609,1178,2 佐木島診療所 〒723-0022 0848-60-7130医療法人社団　心海会次田　展之 平30. 4. 1内   外   診療所
     三原市鷺浦町向田野浦１７１２番常　勤:    1　百島診療所　理事長 交代 現存
     地 (医       1)　次田　展之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143711,1001,2 医療法人社団純鼎会　〒722-0035 0848-23-2047医療法人社団純鼎会　村上　祥子 平16. 9. 1内   消   外  診療所
     村上医院 尾道市土堂２丁目２－１６ 常　勤:    2村上医院　理事長　村 組織変更 整外 現存
     (医       2)上　祥子 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143811,1004,6 医療法人社団　宏知会〒722-0025 0848-23-2488医療法人社団　宏知会青山　俊之 昭44.12.31精神       120病院
     　青山病院 尾道市栗原東２丁目２－６９ 常　勤:    4　理事長　青山　俊之 組織変更 精   神   現存
     (医       4) 平29.12.31
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143911,1007,9 医療法人社団　長谷川〒722-0045 0848-37-7472医療法人社団　長谷川長谷川　吟子 平19. 5. 1一般         7診療所
     産婦人科 尾道市久保１丁目１３－１８ 常　勤:    2産婦人科　理事長　長 組織変更 産婦 現存
     (医       2)谷川　吟子 平25. 5. 1
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 144011,1011,1 尾道市立市民病院 〒722-0055 0848-47-1155尾道市長　平谷　祐宏突沖　満則 昭58. 4. 1一般       290病院
     (11,3070,1) 尾道市新高山３丁目１１７０－１常　勤:   41 新規 内   アレ 精  現存
     ７７ (医      40) 平28. 4. 1神内 外   小外
     (歯       1) 整外 形外 リウ
     非常勤:   53 小   脳外 産婦
     (医      53) 皮   ひ   耳い
     眼   放   麻  
     リハ 歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144111,1013,7 医療法人社団　杏愛会〒729-0141 0848-46-0004医療法人社団　杏愛会高橋　世行 平 7. 5. 1内   消   循  診療所
     　高橋医院 尾道市高須町２６９４番地 常　勤:    1　高橋医院　理事長　 組織変更 放   現存
     (医       1)高橋　世行 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144211,1015,2 尾道造船株式会社診療〒722-8602 0848-37-1111尾道造船株式会社　代檀上　典江 昭32.10.31内   診療所
     所 尾道市山波町１００５ 常　勤:    1表取締役社長　中部　 新規 現存
     (医       1)隆 平29.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144311,1028,5 石井耳鼻咽喉科医院 〒722-0032 0848-22-3387石井　大二 石井　大二 平 6. 9. 1耳い 気食 診療所
     尾道市西土堂町１－１６ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144411,1031,9 医療法人社団　花房眼〒722-0035 0848-23-5315医療法人社団　花房眼花房　晶 平元.10. 1一般         8診療所
     科医院 尾道市土堂２丁目４－２９ 常　勤:    1科医院　理事長　花房 組織変更 眼   現存
     (医       1)　晶 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144511,1033,5 医療法人社団　杏佑会〒722-0045 0848-37-2308医療法人社団　杏佑会笠井　裕 平 8. 9. 1療養 病院
     　笠井病院 尾道市久保１丁目３－１９ 常　勤:    2　笠井病院　理事長　 組織変更     療養    46療養病床
     (医       2)笠井　裕 平29. 9. 1外   消   内  現存
     非常勤:    5 整外 こう リハ
     (医       5) 主たる診療科の
     変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144611,1034,3 医療法人　森本医院 〒722-0038 0848-22-5009医療法人　森本医院　森本　茂人 平元.10. 1内   消   放  診療所
     尾道市天満町１７－１５ 常　勤:    1理事長　森本　茂人 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144711,1037,6 医療法人社団　永楽会〒722-0031 0848-22-2262医療法人社団　永楽会岡橋　誠 平元. 7. 1内   呼   消  診療所
     　おかはし内科医院 尾道市三軒家町１７－１２ 常　勤:    1　おかはし内科医院　 組織変更 循   現存
     (医       1)理事長　岡橋　誠 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 144811,1050,9 医療法人社団　樹良会〒722-0045 0848-37-3102医療法人社団　樹良会髙亀　良治 平 6. 7. 1一般        17診療所
     　高亀医院 尾道市久保２丁目２４－１７ 常　勤:    1　理事長　髙亀　良治 移転 内   胃   循  現存
     (医       1) 平30. 7. 1整外 リハ 心外
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144911,1056,6 板阪内科小児科医院 〒722-0044 0848-37-3803板阪　和雅 板阪　和雅 平13. 9. 1内   小   診療所
     尾道市西久保町１２－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145011,1057,4 医療法人社団　神田会〒722-0016 0848-23-5858医療法人社団　神田会松本　光仁 昭60.11. 1一般        81病院
     　木曽病院 尾道市神田町２－２４ 常　勤:    8　理事長　木曽　昭彦 組織変更 療養        52療養病床
     (医       7) 平24.11. 1内   外   他  現存
     (薬       1) 神内 リハ 整外
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145111,1058,2 山本病院 〒729-0141 0848-46-0634木村　邦夫 木村　邦夫 平 7.12. 9療養        76病院
     尾道市高須町７３５番地 常　勤:    3 その他 内   ひ   リハ療養病床
     (医       3) 平28.12. 9放   麻   他  現存
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145211,1070,7 檀上医院 〒722-0037 0848-22-3861医療法人社団　博典会檀上　典江 平19. 4. 1内   診療所
     尾道市西御所町９－９ 常　勤:    1　檀上医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)檀上　典江 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145311,1075,6 医療法人　西医院 〒722-0001 0848-23-2437医療法人　西医院　理西　俊雄 平元.10. 1内   消胃 小  診療所
     尾道市手崎町７－１６ 常　勤:    2事長　西　俊雄 組織変更 放   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145411,1083,0 医療法人刀圭会　諫見〒722-0045 0848-37-5805医療法人　刀圭会　理諫見　勝則 平 4. 7. 1内   診療所
     内科眼科医院 尾道市久保１丁目２－４ 常　勤:    2事長　諫見　久惠 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145511,1085,5 医療法人社団　啓卯会〒722-0014 0848-22-3131医療法人社団　啓卯会山邉　高司 昭49. 1. 1一般        52病院
     　村上記念病院 尾道市新浜１丁目１４－２６ 常　勤:    3　村上記念病院　理事 組織変更 内   呼内 放  現存
     (医       3)長　山邉　高司 平28. 1. 1リハ 他   
     非常勤:   15 他、６件
     (医      14)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145611,1088,9 医療法人　ささき小児〒722-0037 0848-22-4083医療法人　ささき小児佐々木　伸孝 平 7.12. 1内   小   診療所
     科医院　医療法人　さ尾道市西御所町２－９ 常　勤:    1科医院　理事長　佐々 組織変更 現存
     さき小児科医院 (医       1)木　伸孝 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145711,1091,3 医療法人社団　重松会〒722-0045 0848-37-2400医療法人社団　重松会松本　偉男 昭57.11. 1療養       182病院
     　松本病院 尾道市久保３丁目１４－２２ 常　勤:    4　理事長　松本　重剛 移転 内   神   呼  療養病床
     (医       4) 平24.11. 1胃   循   リハ現存
     非常勤:    9 放   
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145811,1092,1 医療法人社団　平櫛内〒722-0025 0848-22-9748医療法人社団　平櫛内平櫛　順仁 平 2. 8. 1内   他   呼内診療所
     科医院 尾道市栗原東２丁目４－３２ 常　勤:    2科医院　理事長　平櫛 組織変更 消化器内科、循現存
     (医       2)　順仁 平29. 8. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145911,1099,6 医療法人　久山内科医〒722-0045 0848-37-3134医療法人　久山内科医久山　栄一 平元. 6. 1内   診療所
     院 尾道市久保２丁目５－２５ 常　勤:    1院　理事長　久山　栄 組織変更 現存
     (医       1)一 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146011,1101,0 堀田レディースクリニ〒722-0024 0848-22-8844医療法人　堀田産婦人堀田　正英 平12. 3. 1一般        12診療所
     ック 尾道市西則末町９－１６ 常　勤:    1科医院　理事長　堀田 移転 産婦 現存
     (医       1)　正英 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146111,1103,6 日立造船健康保険組合〒722-0062 0848-44-1061日立造船健康保険組合三宅　規之 平 7. 7. 1内   診療所
     　向島診療所 尾道市向東町１４７５５番地 常　勤:    1　理事長　森本　勝一 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146211,1106,9 医療法人　医心会　数〒722-0037 0848-22-6837医療法人　医心会　理数田　泰治 平元. 7. 1皮   ひ   診療所
     田皮膚泌尿器科医院 尾道市西御所町７－１２ 常　勤:    1事長　数田　泰治 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146311,1110,1 湯浅内科 〒722-0035 0848-23-7070医療法人社団　湯浅内神原　明彦 平14. 4. 1内   消   循  診療所
     尾道市土堂２丁目２－８ 常　勤:    1科　理事長　神原　明 組織変更 放   現存
     (医       1)彦 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146411,1122,6 正岡外科胃腸科医院 〒722-0026 0848-23-5255正岡　哲也 正岡　哲也 平13.10.25外   胃   こう診療所
     尾道市栗原西１丁目９－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146511,1127,5 上野整形外科 〒729-0141 0848-46-0080医療法人社団　上野会上野　宏泰 平元. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     尾道市高須町１２８６－３ 常　勤:    2　理事長　上野　宏泰 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
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 146611,1130,9 森田小児科 〒722-0035 0848-25-3896森田　純史 森田　純史 昭57.10. 1小   診療所
     尾道市土堂２丁目３－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146711,1131,7 医療法人社団　重松会〒722-0045 0848-37-9168医療法人社団　重松会松本　重剛 昭57.11. 1内   神   呼  診療所
     　松本クリニック 尾道市久保３丁目１４－２２ 常　勤:    1　理事長　松本　重剛 新規 消胃 循   リハ現存
     (医       1) 平24.11. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146811,1132,5 医療法人　武富眼科医〒722-0024 0848-22-3051医療法人　武富眼科医武富　練一郎 平 5. 1. 1眼   診療所
     院 尾道市西則末町１－２９ 常　勤:    1院　武富　練一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146911,1133,3 医療法人　芙蓉会　鍋〒722-0037 0848-22-2600医療法人　芙蓉会　理鍋島　靖人 平 7. 1. 1内   小   放  診療所
     島内科 尾道市西御所町１３－３２ 常　勤:    1事長　鍋島　靖人 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147011,1134,1 福原内科医院 〒722-0014 0848-22-5500福原　純一 福原　純一 昭58. 6. 1内   呼   消  診療所
     尾道市新浜２丁目２－３ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147111,1135,8 医療法人　たがしら医〒722-0215 0848-48-3588医療法人　たがしら医田頭　誠 平11. 9. 1内   循   診療所
     院 尾道市美ノ郷町三成２６７５ 常　勤:    1院　理事長　田頭　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147211,1136,6 片山医院 〒722-0022 0848-23-8252片山　寿 片山　寿 昭59. 4. 1内   リハ 放  診療所
     尾道市栗原町８５１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147311,1137,4 土橋内科医院 〒722-0215 0848-48-4114医療法人社団精彩会　土橋　敬弘 平 7. 2. 1内   呼内 他  診療所
     尾道市美ノ郷町三成１０６５番地常　勤:    1理事長　土橋　敬弘 組織変更 消化器内科、循現存
     の１ (医       1) 平28. 2. 1環器内科、胃腸
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147411,1139,0 医療法人社団　仁友会〒722-0014 0848-25-3077医療法人社団　仁友会濵口　直樹 平18. 9.18内   眼   診療所
     　尾道クリニック 尾道市新浜２丁目１０－１２ 常　勤:    1　理事長　諫見　康弘 移転 現存
     (医       1) 平24. 9.18
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147511,1140,8 宮地クリニック 〒722-0022 0848-22-8855宮地　秀尚 宮地　秀尚 昭60. 8. 1内   心内 小  診療所
     尾道市栗原町１１４８２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
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 147611,1141,6 井手内科クリニック 〒722-0035 0848-22-3738井手　武朗 井手　武朗 昭60. 8. 1内   消   循  診療所
     尾道市土堂２丁目９－１０ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147711,1142,4 医療法人　吉原胃腸科〒722-0062 0848-45-0007医療法人　吉原胃腸科吉原　史矩 平 2. 1. 1一般         5診療所
     外科 尾道市向東町８６８１－１ 常　勤:    2外科　理事長　吉原　 組織変更 療養         4現存
     (医       2)久司 平29. 1. 1療養        10
     非常勤:    4 内   神内 消  
     (医       4) 循   呼   外  
     整外 こう リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147811,1146,5 医療法人社団　砂田内〒722-0045 0848-37-5888医療法人社団　砂田内砂田　光俊 平 5. 2. 1内   呼   胃  診療所
     科 尾道市久保１丁目１－１５ 常　勤:    1科　理事長　砂田　光 組織変更 循   放   現存
     (医       1)俊 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147911,1147,3 住元整形外科医院 〒722-0026 0848-22-3800住元　吉明 住元　吉明 昭63. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     尾道市栗原西２丁目９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148011,1149,9 医療法人　一香会　宇〒729-0141 0848-47-4111医療法人　一香会　宇宇根　幸治 平19. 4. 1小   内   アレ診療所
     根クリニック 尾道市高須町４７７３番地１ 常　勤:    3根小児科内科医院　理 移転 眼   現存
     (医       3)事長　宇根　幸治 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148111,1150,7 徳毛外科医院 〒722-0014 0848-25-2233徳毛　公人 徳毛　公人 平元. 5. 1内   呼   消  診療所
     尾道市新浜１丁目４－１ 常　勤:    1 新規 循   外   整外現存
     (医       1) 平28. 5. 1こう リハ 放  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148211,1153,1 くさか整形外科 〒722-0215 0848-48-4870日下　治 日下　治 平 4. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     尾道市美ノ郷町三成２２６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148311,1154,9 医療法人社団　坂上整〒722-0062 0848-45-3800医療法人社団　坂上整坂上　正樹 平 7. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 尾道市向東町１０１４番地の１ 常　勤:    2形外科クリニック　理 新規 現存
     (医       2)事長　坂上　正樹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148411,1155,6 加納内科消化器科 〒729-0141 0848-47-3200加納　俊彦 加納　俊彦 平 4. 9. 1内   消   診療所
     尾道市高須町字原田３６５９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148511,1156,4 みやの耳鼻咽喉科 〒729-0141 0848-47-3387医療法人社団　みやの宮野　良隆 平 9.10. 1耳い アレ 気食診療所
     尾道市高須町５７３７番地 常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宮野　良隆 平24.10. 1
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 148611,1157,2 正岡クリニック 〒722-0022 0848-24-2411正岡　智子 正岡　智子 平 6.12. 1内   循   診療所
     尾道市栗原町５９０１－１Ｏ・Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     ・１ビル２Ｆ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148711,1158,0 医療法人　ゆあさ眼科〒722-0022 0848-24-2412医療法人　ゆあさ眼科湯浅　久美 平15.10. 1眼   診療所
     尾道市栗原町５９０１－１Ｏｆ１常　勤:    1　理事長　湯浅　久美 組織変更 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148811,1160,6 メディカルカウンセリ〒729-0141 0848-56-1855医療法人社団　はっぴ實井　俊典 平16.10. 1精   神   心内診療所
     ングルーム　本田クリ尾道市高須町４７５４－５ 常　勤:    1ねす　理事長　本田　 移転 現存
     ニック (医       1)誠四郎 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148911,1161,4 医療法人社団　浜中皮〒722-0022 0848-24-2413医療法人社団　浜中皮浜中　和子 平 9. 1. 1皮   形外 アレ診療所
     ふ科クリニック 尾道市栗原町５９０１番地の１ 常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 　 現存
     (医       1)長　浜中　和子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149011,1162,2 まつなが眼科 〒722-0062 0848-44-8601野島　昭徳 野島　昭徳 平 7. 5. 1眼   診療所
     尾道市向東町３５６９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149111,1163,0 古島整形外科 〒729-0141 0848-20-2222古島　久義 古島　久義 平 7. 6. 1一般        19診療所
     尾道市高須町４７８８－４ 常　勤:    1 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149211,1165,5 尾道一水クリニック 〒729-0141 0848-20-2333医療法人　見水会　理中村　彌 平 8. 2. 1内   診療所
     尾道市高須町４７７２番地１ 常　勤:    1事長　加藤　信夫 新規 休止
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149311,1166,3 メイプルクリニック耳〒722-0024 0848-24-1355藤原　敏浩 藤原　敏浩 平 8. 3. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 尾道市西則末町７－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149411,1167,1 佐藤内科クリニック 〒720-0551 0848-73-2380佐藤　俊雄 佐藤　俊雄 平 8. 4. 1内   呼   消  診療所
     尾道市浦崎町２７２３ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149511,1169,7 神原こうじクリニック〒720-0551 0848-73-5617神原　絋司 神原　絋司 平 8. 8. 1内   循   小  診療所
     尾道市浦崎町２７４６ 常　勤:    2 新規 リハ リウ アレ現存
     (医       2) 平29. 8. 1
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 149611,1170,5 医療法人　産婦人科よ〒722-0052 0848-20-7111医療法人　産婦人科よ吉原　英介 平16.10. 1一般        10診療所
     しはらクリニック 尾道市山波町５５１－１ 常　勤:    1しはらクリニック　理 組織変更 産婦 現存
     (医       1)事長　吉原　英介 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149711,1171,3 おぐら小児科 〒729-0141 0848-20-2370小倉　敏 小倉　敏 平 8.10. 1内   小   診療所
     尾道市高須町４８０３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149811,1172,1 田辺クリニック 〒722-0002 0848-24-1155医療法人社団　木水会田邊　泰登 平12.10. 1内   小   皮  診療所
     尾道市古浜町６－２０ 常　勤:    1　理事長　田邊　泰登 組織変更 リハ 心内 アレ現存
     (医       1) 平24.10. 1他   精   呼内
     消化器内科、糖
     尿病内科、漢方
     内科、内視鏡内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149911,1173,9 藤田内科医院 〒722-0046 0848-20-7133医療法人　藤田内科医藤田　道雄 平15. 9. 1内   小   呼  診療所
     尾道市長江１丁目２３－８ 常　勤:    1院　理事長　藤田　道 組織変更 消   循   現存
     (医       1)雄 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150011,1174,7 上垣眼科医院 〒722-0022 0848-25-5510岡田　大造 岡田　大造 平 9. 4. 1眼   診療所
     尾道市栗原町８５４０－１－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150111,1175,4 山下耳鼻咽喉科クリニ〒722-0022 0848-24-4133山下　 司 山下　 司 平10.10. 1耳い 気食 アレ診療所
     ック 尾道市栗原町８２３４－１，８２常　勤:    1 新規 現存
     ３４－４ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150211,1176,2 板阪整形外科クリニッ〒729-0141 0848-56-0506板阪　利生 板阪　利生 平11.11. 1整外 診療所
     ク 尾道市高須町４７５６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150311,1178,8 医療法人　ささき皮膚〒729-0141 0848-56-1321医療法人　ささき皮膚佐々木　邦子 平19. 6. 1皮   他   診療所
     科 尾道市高須町４７８８番地１０ 常　勤:    1科　理事長　佐々木　 組織変更 皮膚科、美容皮現存
     (医       1)邦子 平25. 6. 1膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150411,1179,6 原田内科クリニック 〒729-0141 0848-56-1323原田　一志 原田　一志 平13. 5. 1内   他   診療所
     尾道市高須町４７５５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 150511,1180,4 こどもクリニックさと〒722-0045 0848-20-7330佐藤　恭子 佐藤　恭子 平13. 6. 1小   診療所
     う 尾道市久保１丁目２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150611,1181,2 医療法人社団　松本内〒722-0062 0848-45-2277医療法人社団　松本内松本　勇次 平13. 7. 1内   消   呼  診療所
     科胃腸科医院 尾道市向東町３５７０－５ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 新規 循   放   現存
     (医       1)　松本　勇次 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150711,1183,8 医療法人　能宗クリニ〒722-0035 0848-22-3399医療法人　能宗クリニ能宗　紀雄 平16.10. 1皮   アレ 形外診療所
     ック 尾道市土堂２丁目６－１７ 常　勤:    1ック　理事長　能宗　 組織変更 現存
     (医       1)紀雄 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150811,1185,3 みやもとクリニック 〒722-0037 0848-20-1891宮本　慶一 宮本　慶一 平15. 5. 1精   神   心内診療所
     尾道市西御所町３－５ 常　勤:    1 新規 主たる診療科の現存
     (医       1) 平27. 5. 1変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150911,1187,9 弘田内科クリニック 〒722-0026 0848-20-1266医療法人　社団　喜真弘田　祐一 平18. 4. 1内   呼   消  診療所
     尾道市栗原西２－３－１１ 常　勤:    2会　弘田内科クリニッ 組織変更 循   現存
     (医       2)ク　理事長　弘田　祐 平30. 4. 1
     非常勤:    1一
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151011,1188,7 さとう皮ふ科 〒722-0026 0848-20-0707佐藤　仁吾 佐藤　仁吾 平16.12. 1皮   診療所
     尾道市栗原西２丁目５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151111,1189,5 公立みつぎ総合病院 〒722-0393 0848-76-1111尾道市長　平谷　祐宏沖田　光昭 平17. 3.28一般       152病院
     (11,3081,8) 尾道市御調町市１２４ 常　勤:   31 その他 療養        88療養病床
     (医      27) 平29. 3.28内   外   整外現存
     (歯       4) 脳外 精   リウ
     非常勤:   46 小   皮   ひ  
     (医      43) 産婦 眼   耳い
     (歯       3) リハ 放   歯  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151211,1191,1 公立みつぎ総合病院保〒722-0353 0848-76-2737尾道市長　平谷　祐宏菊池　輝夫 平17. 3.28一般        19診療所
     健福祉総合施設　附属尾道市御調町高尾１３４８－６ 常　勤:    1 その他 リハ 現存
     リハビリテーションセ (医       1) 平29. 3.28
     ンター 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 151311,1192,9 にしがき脳神経外科医〒722-0014 0848-20-0802西垣　慎一 西垣　慎一 平18. 2. 1脳外 神内 診療所
     院 尾道市新浜１丁目９－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151411,1194,5 医療法人社団　翠明会〒722-2211 0845-26-2030医療法人社団翠明会　藤田　豊明 平18. 3. 1内   他   リハ診療所
     　藤田医院 尾道市因島中庄町４９３４ 常　勤:    1藤田医院　理事長　藤 組織変更 呼   消   放  現存
     (医       1)田　豊明 平30. 3. 1精   
     非常勤:    1 理学療法
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151511,1197,8 医療法人社団　藤井医〒722-2102 0845-25-0088医療法人社団　藤井医藤井　温 平19. 7. 1内   外   麻  診療所
     院 尾道市因島重井町６３０９番地 常　勤:    1院　理事長　藤井　温 移転 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151611,1199,4 尾道市立市民病院附属〒722-2415 0845-27-2161尾道市長　平谷　祐宏大西　毅 平21. 4. 1一般        19診療所
     瀬戸田診療所 尾道市瀬戸田町中野４００ 常　勤:    2 新規 内   リハ 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151711,1200,0 巻幡内科医院 〒722-2323 0845-22-2696巻幡　徹二 巻幡　徹二 平21. 7. 1内   診療所
     尾道市因島土生町１６８６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151811,1201,8 児玉医院 〒722-2411 0845-27-0833医療法人児玉医院　理児玉　淳 平21.10. 1内   外   他  診療所
     尾道市瀬戸田町瀬戸田３４６番地常　勤:    2事長　児玉　淳 組織変更 放   現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151911,1202,6 岡崎医院 〒722-2102 0845-25-0029医療法人　ゆたか会　岡崎　純二 平22. 9.10内   整外 診療所
     尾道市因島重井町２９３３番地 常　勤:    1岡崎医院　理事長　岡 組織変更 現存
     (医       1)崎　純二 平28. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152011,1206,7 広島県厚生農業協同組〒722-8508 0848-22-8111広島県厚生農業協同組杉田　孝 平23. 5. 1一般       393病院
     (11,3087,5) 合連合会　尾道総合病尾道市平原１丁目１０番２３号 常　勤:   83合連合会　代表理事理 移転 内   他   呼内現存
     院 (医      81)事長　岡田　仁志 平29. 5. 1小   小外 外  
     (歯       2) 脳外 呼外 心外
     非常勤:    9 整外 産婦 皮  
     (医       9) ひ   眼   耳い
     麻   放   歯外
     リハ 病理 形外
     他９件：消内、
     腎内、循内、肛
     外、精神経、救
     急、
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 152111,1207,5 向島小児科外科クリニ〒722-0073 0848-44-7881福本　泰規 福本　泰規 平23. 7. 2小   小外 外  診療所
     ック 尾道市向島町５４３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152211,1209,1 こころ尾道駅前クリニ〒722-0035 0848-36-5561医療法人社団　はっぴ本田　誠四郎 平24. 4. 1精   心内 内  診療所
     ック 尾道市土堂一丁目１１番６号 常　勤:    1ねす　理事長　本田　 新規 現存
     (医       1)誠四郎 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152311,1210,9 浦崎診療所 〒720-0551 0848-73-5070木曽　哲司 木曽　哲司 平25. 5. 1内   放   診療所
     尾道市浦崎町３６０７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152411,1211,7 医療法人社団天風会　〒722-2323 0845-22-0269医療法人社団天風会益益田　裕朗 平25. 9. 1眼   小   診療所
     益田眼科小児科医院 尾道市因島土生町２０２１番地 常　勤:    1田眼科小児科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　益田　裕朗 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152511,1212,5 きやすクリニック 〒722-0038 0848-21-1112木保　正彦 木保　正彦 平25.10. 7心内 精   診療所
     尾道市天満町１６番１４－７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152611,1213,3 尾道市立夜間救急診療〒722-0017 0848-38-9099尾道市長　平谷　祐宏渡邊　憲治 平26. 4. 1内   外   診療所
     所 尾道市門田町２２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152711,1214,1 新生塾伊原医院 〒722-2415 0845-26-4300伊原　信夫 伊原　信夫 平26. 4. 1内   診療所
     尾道市瀬戸田町中野４１４－１ 常　勤:    2 交代 漢方内科、循環現存
     (医       2) 平26. 4. 1器内科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152811,1215,8 山本医院 〒722-0213 0848-48-0021山本　亮輔 山本　亮輔 平26. 4. 1内   診療所
     尾道市美ノ郷町白江５９７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152911,1216,6 医療法人　泌尿器科　〒722-0026 0848-20-1145医療法人　泌尿器科　福島　雅之 平26. 5. 1ひ   診療所
     福島クリニック 尾道市栗原西１丁目４－１９ 常　勤:    1福島クリニック　理事 移転 現存
     (医       1)長　福島　雅之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153011,1217,4 内科・腎臓内科　かつ〒722-0026 0848-38-2511勝谷　昌平 勝谷　昌平 平26. 7.14内   診療所
     たにクリニック 尾道市栗原西一丁目４番１９号 常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平26. 7.14
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 153111,1218,2 保手浜眼科 〒729-0141 0848-47-8825医療法人保手浜眼科　保手浜　靖之 平26.11. 1眼   診療所
     尾道市高須町４７６３番地の７ 常　勤:    1理事長　保手浜　靖之 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153211,1219,0 医療法人社団藤本会藤〒722-0022 0848-23-2424医療法人社団藤本会　藤本　修逸 平27. 3. 1内   小   診療所
     本医院 尾道市栗原町９６５０番地４ 常　勤:    1理事長　藤本　修逸 組織変更 消化器内科、循現存
     (医       1) 平27. 3. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153311,1220,8 まきはたクリニック 〒722-2324 0845-22-6661医療法人社団　田熊巻巻幡　清 平27. 6. 1呼内 内   アレ診療所
     尾道市因島田熊町１１４０番地１常　勤:    1幡医院　理事長　巻幡 移転 現存
     (医       1)　清 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153411,1222,4 丸谷循環器科内科医院〒729-0141 0848-46-7755医療法人一心会　丸谷丸谷　盛雄 平28. 4. 1循   内   リハ診療所
     尾道市高須町１３８３番地２ 常　勤:    1循環器科内科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　丸谷　盛雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153511,1224,0 かなもと医院 〒722-0017 0848-23-4677医療法人社団かなもと長澤　弘明 平29. 1. 2外   内   小  診療所
     尾道市門田町１番４３号 常　勤:    2医院　理事長　長澤　 移転 放   整外 リハ現存
     (医       2)弘明 平29. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153611,1225,7 百島診療所 〒722-0061 0848-73-5399医療法人社団　心海会次田　展之 平30. 4. 1内   外   診療所
     尾道市百島町９７２番地 常　勤:    1　百島診療所　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　次田　展之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153713,1001,8 日立造船健康保険組合〒722-2323 08452-2-2552日立造船健康保険組合橋本　洋夫 昭36.11. 1一般       120病院
     (13,3001,2) 　因島総合病院 尾道市因島土生町２５６１ 常　勤:    6　理事長　森本　勝一 新規 療養        40現存
     (医       5) 平24.11. 1内   外   整外
     (歯       1) 脳外 リウ 小  
     非常勤:   53 皮   ひ   婦  
     (医      51) 耳い 放   リハ
     (歯       2) 歯外 精   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153813,1003,4 医療法人　誠和会　田〒722-2322 0845-22-0409医療法人　誠和会　理田中　昭裕 平14.12. 1内   外   歯  診療所
     (11,3084,2) 中医院 尾道市因島三庄町１６１８－１ 常　勤:    2事長　田中　昭裕 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153913,1007,5 村上医院 〒722-2324 08452-2-0529村上　不二雄 村上　不二雄 昭49.11. 1内   婦   診療所
     尾道市因島田熊町１２１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154013,1018,2 医療法人社団住幸会　〒722-2323 08452-2-0235医療法人社団住幸会　弓場　通正 平12. 4. 1外   内   整外診療所
     弓場医院 尾道市因島土生町２０２３－５ 常　勤:    1弓場医院　理事長　弓 組織変更 他   現存
     (医       1)場　通正 平30. 4. 1胃腸外科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154113,1032,3 医療法人社団　眞田ク〒722-2323 08452-2-0867医療法人社団　眞田ク大森　孝収 平 8. 1. 1内   リウ 整外診療所
     リニック 尾道市因島土生町１８０９－３４常　勤:    2リニック　理事長　大 組織変更 リハ 皮   現存
     (医       2)森　孝収 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154213,1038,0 医療法人社団　青影会〒722-2323 08452-2-0554医療法人社団　青影会三宅　一郎 平元. 7. 1内   診療所
     　三宅医院 尾道市因島土生町２０８６－３ 常　勤:    1　三宅医院　三宅　一 組織変更 現存
     (医       1)郎 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154313,1040,6 医療法人社団　巻幡内〒722-2323 08452-2-3111医療法人社団　巻幡内巻幡　修三 平14. 5. 1内   循   放  診療所
     科循環器科 尾道市因島土生町３３１ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)巻幡　修三 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154413,1044,8 因島医師会病院 〒722-2211 08452-4-1210一般社団法人　因島医巻幡　栄一 昭57. 5. 1一般       144病院
     (13,3020,2) 尾道市因島中庄町１９６２ 常　勤:    8師会　会長　藤井　温 新規 療養        53療養病床
     (医       7) 平30. 5. 1内   外   整外現存
     (歯       1) 眼   耳い 皮  
     非常勤:   37 他   リハ 放  
     (医      37) ひ   小歯 
     他－肛門外科、
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154513,1047,1 森尾内科医院 〒722-2211 08452-4-3470森尾　隆義 森尾　隆義 平 4. 4. 1内   呼   消  診療所
     尾道市因島中庄町３３１４－３ 常　勤:    1 新規 循   小   リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154613,1048,9 鈴木内科医院 〒722-2323 08452-2-9585鈴木　敏秋 鈴木　敏秋 平 5. 1. 1内   診療所
     尾道市因島土生町１８９９－２４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154713,1049,7 大岡耳鼻咽喉科医院 〒722-2324 0845-22-6678大岡　英太郎 大岡　英太郎 平 6.12. 1耳   い   診療所
     尾道市因島田熊町５４３７－３５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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 154813,1051,3 医療法人社団中郷クリ〒722-2432 08452-6-3050医療法人社団　中郷ク中郷　俊五 平10. 5. 1産婦 外   内  診療所
     ニック　東生口診療所尾道市因島原町６６８－１８ 常　勤:    2リニック　理事長　中 新規 現存
     (医       2)郷　俊五 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154915,1019,5 医療法人　村上会　福〒721-0942 0849-41-0665医療法人　村上会　理村上　仁 昭32.10.16一般        40病院
     山回生病院 福山市引野町５丁目９－２１ 常　勤:    3事長　村上　仁 組織変更 療養        57療養病床
     (医       3) 平29. 6. 7内   外   胃  現存
     非常勤:    4 呼   こう 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155015,1024,5 瀬尾胃腸科内科医院 〒720-0808 084-923-2738瀬尾　功 瀬尾　功 昭62.10.27内   消   診療所
     福山市昭和町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155115,1027,8 佐々木内科糖尿病クリ〒720-0066 0849-22-0500佐々木　元章 佐々木　元章 平 5.11. 1内   小   他  診療所
     ニック 福山市三之丸町１１－１１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155215,1031,0 医療法人　賢仁会　松〒720-0045 0849-23-0619医療法人　賢仁会　理松岡　亮平 昭55. 6. 1一般        51病院
     岡病院 福山市宝町５－３２ 常　勤:    4事長　松岡　巌 組織変更 産   婦   現存
     (医       3) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155315,1034,4 おかだ（外科・内科）〒720-0844 0849-51-1030岡田　剛 岡田　剛 昭62.10.16内   消   外  診療所
     医院 福山市赤坂町大字早戸１４７０ 常　勤:    1 交代 リハ 療養病床
     (医       1) 平28. 1.11 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155415,1041,9 沼南医院 〒720-0202 084-982-2044医療法人社団　常仁会安原　耕一郎 平元.10. 1療養        14診療所
     福山市鞆町後地１２９６－２ 常　勤:    1　理事長　安原　耕一 組織変更 内   循   療養病床
     (医       1)郎 平28.10. 1 現存
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155515,1043,5 みつふじ小児科 〒720-0822 084-953-0307医療法人社団　光藤小桜井　一枝 平11. 9. 1小   診療所
     福山市川口町２丁目２２－１１ 常　勤:    1児科医院　理事長　桜 組織変更 現存
     (医       1)井　一枝 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155615,1045,0 石井内科医院 〒720-0053 084-923-2972石井　 文 石井　 文 昭62.10. 1内   消   循  診療所
     福山市大黒町１－４３ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
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 155715,1055,9 医療法人　英仁会　荒〒720-0044 084-922-0199医療法人　英仁会　荒荒木　英俊 平15. 3. 1皮   他   アレ診療所
     木医院 福山市笠岡町１－１ 常　勤:    2木医院　理事長　荒木 移転 精   現存
     (医       2)　英俊 平27. 3. 1他→美容皮膚科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155815,1058,3 とくも胃腸科皮ふ科 〒720-0814 0849-23-1552徳毛　健治 徳毛　健治 平 9. 1. 1内   胃   循  診療所
     福山市光南町１－７－９ 常　勤:    3 新規 呼   小   外  現存
     (医       3) 平30. 1. 1整外 皮   リハ
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155915,1062,5 土屋内科医院 〒721-0962 084-941-1754土屋　隆宏 土屋　隆宏 昭63.12. 1内   消胃 循  診療所
     福山市東手城町３丁目１１－１６常　勤:    1 移転 小   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156015,1066,6 田中医院 〒720-0045 0849-25-2279田中　章 田中　章 平 2. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     福山市宝町４－１０ 常　勤:    1 移転 ひ   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156115,1068,2 医療法人社団　日野ホ〒720-0805 084-923-1939医療法人社団　日野ホ日野　一成 平 7. 3. 1内   小   診療所
     ームクリニック 福山市御門町３丁目３－１５ 常　勤:    1ームクリニック　理事 移転 現存
     (医       1)長　日野　一成 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156215,1073,2 医療法人　大林会　福〒720-0835 084-951-2620医療法人　大林会　理大林　正和 昭32.10.16精神       260病院
     山こころの病院 福山市佐波町５７６－１ 常　勤:    7事長　大林　正和 新規 精   神   内  現存
     (医       7) 平29. 9. 1主たる診療科を
     非常勤:    7 変更しました
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156315,1084,9 神原病院 〒720-0843 084-951-1007社会医療法人定和会　神原　浩 昭51. 9. 1一般       115病院
     (15,3240,1) 福山市赤坂町赤坂１３１３ 常　勤:    7理事長　神原　浩 組織変更 外   整外 脳外現存
     (医       4) 平24. 9. 1内   リウ 呼外
     (歯       1) 呼内 他   小  
     (薬       2) リハ 麻   心外
     非常勤:   57 ひ   歯   歯外
     (医      57) 放   
     他－消化器外科
     、消化器内科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 156415,1085,6 医療法人社団　健生会〒720-0802 0849-22-3346医療法人社団　健生会磯田　義博 昭62.11. 1一般        41病院
     　いそだ病院 福山市松浜町１丁目１３－３８ 常　勤:    3　理事長　磯田　義博 組織変更 外   内   整外療養病床
     (医       3) 平29.11. 1他   麻   リハ現存
     非常勤:    7 他→胃腸内科、
     (医       7) 胃腸外科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156515,1090,6 石藤クリニック 〒720-0813 0849-23-1903石藤　守正 石藤　守正 平 6. 6. 1内   消胃 外  診療所
     福山市道三町１－１ 常　勤:    2 移転 整外 脳外 リハ現存
     (医       2) 平30. 6. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156615,1092,2 佐藤胃腸科医院 〒720-0067 084-926-0221医療法人社団　敬明会佐藤　理 平 2. 1. 1内   他   診療所
     福山市西町１－４－１ 常　勤:    1　理事長　佐藤　理 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156715,1093,0 医療法人　越智眼科昭〒720-0808 084-920-0202医療法人　越智眼科昭越智　常登 平11.10. 1一般         5診療所
     和町医院 福山市昭和町７－７ 常　勤:    1和町医院　理事長　越 組織変更 眼   休止
     (医       1)智　常登 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156815,1095,5 大日方小児科医院 〒720-0814 0849-23-0798大日方　修 大日方　修 昭54. 5.28小   診療所
     福山市光南町３－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156915,1096,3 医療法人財団　竹政会〒720-0809 084-924-4141医療法人財団　竹政会川村　淳 昭54. 4. 1一般        99病院
     　セントラル病院 福山市住吉町７－３ 常　勤:    9　理事長　竹政　敏彦 組織変更 内   外   整外現存
     (医       9) 平30. 4. 1リハ 放   他  
     非常勤:   29 麻   
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157015,1106,0 かねもり婦人科クリニ〒720-0077 084-923-0882兼森　博章 兼森　博章 平14. 7. 1婦   診療所
     ック 福山市南本庄３丁目２－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157115,1110,2 小池内科循環器科 〒720-0807 084-922-3017小池　寿子 小池　寿子 平17. 5. 7内   循   診療所
     福山市明治町１４－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157215,1114,4 ちょう外科医院 〒720-0815 084-923-2643数野　博 数野　博 平 5. 5. 1内   胃   循  診療所
     福山市野上町３－４－３０ 常　勤:    1 移転 外   整外 小外現存
     (医       1) 平29. 5. 1リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 157315,1121,9 公立学校共済組合　中〒720-0001 084-970-2121公立学校共済組合　理上岡　博 平16.12. 1一般       277病院
     (15,3127,0) 国中央病院 福山市御幸町大字上岩成１４８－常　勤:   48事長　金森　越哉 移転 内   他   リウ現存
     １３ (医      45) 平28.12. 1呼内 小   外  
     (歯       3) 呼外 整外 皮  
     非常勤:    2 産   婦   眼  
     (医       2) 耳い 放   麻  
     精   脳外 歯外
     １４件　血液内
     、腎内、糖尿病
     ・内分泌内、消
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157415,1123,5 まつなが産科婦人科 〒720-0031 0849-23-0145医療法人　マイビー　松永　天 平12. 5. 1一般        14診療所
     福山市三吉町３丁目３－２３ 常　勤:    1理事長　松永　天 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157515,1127,6 福山市民病院 〒721-8511 084-941-5151福山市長　枝 　直幹高倉　範尚 昭52. 8. 1一般       500病院
     (15,3340,9) 福山市蔵王町５丁目２３－１ 常　勤:  141 移転 一般（感染） 現存
     (医     137) 平28. 8. 1             6
     (歯       4) 内   精   神内
     非常勤:  214 病理 小   外  
     (医     199) 呼外 整外 形外
     (歯      15) 脳外 心外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 麻   リハ
     歯外 臨床 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157615,1129,2 若林医院 〒721-0907 0849-41-1112若林　靖久 若林　靖久 昭63. 7. 1内   小   診療所
     福山市春日町２丁目３－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157715,1133,4 医療法人社団　白河産〒720-0033 0849-22-2235医療法人社団　白河産安藤　尚子 平 5. 6. 1一般        19診療所
     婦人科 福山市旭町８－３ 常　勤:    3婦人科　理事長　安藤 組織変更 産   婦   現存
     (医       3)　尚子 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157815,1136,7 板崎外科整形外科 〒721-0964 084-923-1076板崎　哲文 板崎　哲文 平15. 3. 1外   整外 脳外診療所
     福山市港町２丁目５－２５ 常　勤:    2 移転 胃   リハ リウ現存
     (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157915,1137,5 東川耳鼻咽喉科医院 〒720-0805 084-923-3333医療法人社団　光風会東川　俊彦 平15. 4. 1耳い 気食 診療所
     福山市御門町３丁目２－８ 常　勤:    1　理事長　東川　俊彦 移転 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
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 158015,1138,3 医療法人紅萌会　福山〒721-0964 084-922-0998医療法人　紅萌会　理松本　眞人 平11.12. 1療養        36病院
     記念病院 福山市港町１丁目１５－３０ 常　勤:    5事長　藤井　功 移転 療養        67療養病床
     (医       5) 平29.12. 1内   外   整外現存
     非常勤:   13 形外 リハ 脳外
     (医      13) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158115,1141,7 医療法人あかつき会　〒721-0923 0849-41-1170医療法人　あかつき会秋山　道之進 平12.10. 1一般        31病院
     大門あかつき病院 福山市大門町野々浜８６４ 常　勤:    4　理事長　秋山　道之 組織変更 療養        80療養病床
     (医       4)進 平24.10. 1内   外   整外現存
     非常勤:   10 ひ   こう 放  
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158215,1143,3 医療法人社団　敬友会〒720-0812 084-923-3287医療法人社団　敬友会卜部　吉 平 7.12. 1耳い 診療所
     　卜部耳鼻咽喉科医院福山市霞町２－２－３ 常　勤:    2　卜部耳鼻咽喉科医院 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　卜部　吉博 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158315,1148,2 井上医院 〒720-0817 0849-23-2126井上　育忠 井上　育忠 平13. 1. 1内   小   診療所
     福山市古野上町１０－２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158415,1157,3 しげはら小児科内科医〒720-0082 0849-23-5055茂原　嗣也 茂原　嗣也 平11. 1. 1小   アレ 内  診療所
     院 福山市木之庄町１丁目１２－７ 常　勤:    1 交代 呼   消   循  現存
     (医       1) 平29. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158515,1158,1 奥坊クリニック 〒720-0818 084-922-5876医療法人　社団　福匡奥坊　剛士 平17.10. 1一般        14診療所
     福山市西桜町１丁目６－１ 常　勤:    1会　奥坊クリニック　 組織変更 療養         5療養病床
     (医       1)理事長　奥坊　剛士 平29.10. 1ひ   性   整外現存
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158615,1160,7 佐藤内科胃腸科 〒720-0814 084-922-6561佐藤　泰正 佐藤　泰正 平 8. 1. 1内   胃   循  診療所
     福山市光南町２－４－２０ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158715,1163,1 花咲医院 〒729-0111 084-933-3322花咲　博 花咲　博 昭62.10.31内   小   皮  診療所
     福山市今津町４丁目８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158815,1167,2 ひろおか医院 〒729-0111 0849-33-3279廣岡　寛公 廣岡　寛公 平13. 4. 1一般        19診療所
     福山市今津町３丁目８－１０ 常　勤:    1 交代 整外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 158915,1179,7 木村耳鼻咽喉科 〒729-0111 084-933-3817医療法人社団　木村耳木村　憲司 平 9.12. 1耳い 診療所
     福山市今津町２丁目１－２４ 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　木 移転 現存
     (医       2)村　俊冶 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159015,1182,1 小川胃腸科内科産婦人〒729-0104 084-933-3356小川　裕司 小川　裕司 平17. 6. 1胃   内   産婦診療所
     科医院 福山市松永町６丁目１９－９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159115,1183,9 進藤内科循環器科医院〒729-0104 084-933-2240進藤　哲明 進藤　哲明 平11.10. 1内   循   診療所
     福山市松永町４丁目１２－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159215,1191,2 医療法人社団　若葉会〒721-0973 084-941-2512医療法人社団　若葉会河相　和昭 昭52. 1. 1精神       241病院
     　蔵王病院 福山市南蔵王町６丁目２３－１ 常　勤:    5　馬屋原　健 組織変更 内   精   神  現存
     (医       5) 平28. 1. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159315,1192,0 松永脳外科クリニック〒729-0113 0849-33-2184医療法人社団　 久会吉久　宏一 平13.10. 1一般        14診療所
     福山市宮前町２丁目６－２０ 常　勤:    2　理事長　吉久　宏一 組織変更 療養         5現存
     (医       2) 平25.10. 1脳外 整外 神内
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159415,1195,3 赤木皮膚科泌尿器科 〒720-0807 0849-25-4047赤木　隆文 赤木　隆文 平10. 5. 1一般         4診療所
     福山市明治町１２－１４ 常　勤:    2 交代 皮   ひ   性  現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159515,1200,1 医療法人　静悠会　コ〒721-0942 084-941-0001医療法人　静悠会　理有安　哲哉 平10. 4. 1一般        19診療所
     ム・クリニック佐藤 福山市引野町２－２０－１７ 常　勤:    3事長　有安　由仁 組織変更 外   整外 内  現存
     (医       3) 平28. 4. 1胃   眼   放  
     アレ 循   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159615,1202,7 医療法人社団　上原医〒721-0913 084-948-2101医療法人社団　上原医上原　美朗 平15. 3. 1外   内   循  診療所
     院 福山市幕山台１丁目１－１ 常　勤:    1院　理事長　上原　美 組織変更 小   現存
     (医       1)朗 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159715,1210,0 医療法人　慈生会　前〒721-0966 084-925-1086医療法人　慈生会　理前原　敬悟 平20. 4. 1一般        14病院
     原病院 福山市手城町１丁目３－４１ 常　勤:    4事長　前原　敬悟 移転 療養        45療養病床
     (医       4) 平26. 4. 1内   胃   放  現存
     非常勤:   13 リハ 他   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 159815,1216,7 田川内科医院 〒729-0106 0849-34-1330医療法人社団　田川内田川　真也 平 5. 1. 1内   診療所
     福山市高西町１丁目７－３０ 常　勤:    1科医院　理事長　田川 組織変更 現存
     (医       1)　真也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159915,1220,9 医療法人社団　啓恵会〒721-0955 084-953-2235医療法人社団　啓恵会加藤　尚司 平元.10. 1内   消   循  診療所
     　加藤医院 福山市新涯町１－１６－３６ 常　勤:    1　加藤医院　理事長　 組織変更 小   放   現存
     (医       1)加藤　尚司 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160015,1223,3 医療法人　まこと会　〒720-0824 0849-53-8292医療法人　まこと会　斎藤　逸郎 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     クリニック　和田 福山市多治米町２－１４－１２ 常　勤:    2クリニック和田　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　齋藤　逸郎 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160115,1225,8 日本鋼管福山病院 〒721-0927 084-945-3106医療法人社団　日本鋼浜田　史洋 平14. 4. 1一般       201病院
     (15,3172,6) 福山市大門町津之下１８４４番地常　勤:   30管福山病院　理事長　 組織変更 内   外   整外現存
     (医      28)浜田史洋 平26. 4. 1小   ひ   眼  
     (歯       2) 耳い 他   リハ
     非常勤:   38 麻   放   形外
     (医      38) 皮   歯   小歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160215,1226,6 医療法人社団　佐藤耳〒720-0042 084-921-1678医療法人社団　佐藤耳佐藤　孝至 平元.10. 1耳い 他   アレ診療所
     鼻咽喉科医院 福山市御船町１－１１－１１ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 他－頭頸部外科現存
     (医       1)　佐藤　孝至 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160315,1229,0 石川内科医院 〒721-0942 084-941-7260石川　允 石川　允 昭53. 3.16内   診療所
     福山市引野町１－１９－３０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160415,1231,6 医療法人　信英会　島〒721-0955 084-953-5511医療法人　信英会　理島谷　英明 平18. 7. 1一般        23病院
     谷病院 福山市新涯町２丁目５－８ 常　勤:    4事長　島谷　英明 移転 療養        76療養病床
     (医       4) 平30. 7. 1外   内   整外現存
     非常勤:   12 皮ひ 胃   リハ
     (医      12) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160515,1233,2 坂田耳鼻咽喉科医院 〒720-0064 084-923-7629坂田　正光 坂田　正光 昭53. 5.17耳   い   気食診療所
     福山市延広町５－１７ 常　勤:    1 移転 休止
     (医       1) 平29. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 160615,1235,7 一般社団法人　福山市〒720-0032 084-922-0243一般社団法人　福山市山鳥　一郎 平 2. 4. 1小   病理 診療所
     医師会　福山市医師会福山市三吉町南２－１１－２５ 常　勤:    4医師会　会長　土屋　 移転 現存
     健康支援センター (医       4)隆宏 平29. 4. 1
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160715,1236,5 医療法人社団まこと会〒720-0815 084-925-2567医療法人社団まこと会西岡　智司 昭63. 4. 1一般        11診療所
     　神辺内科 福山市野上町２－１０－２９ 常　勤:    1　理事長　神辺　眞治 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平30. 4. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160815,1237,3 原内科医院 〒721-0963 0849-31-0608医療法人社団　シンシ原　昌徳 平元. 5. 1内   診療所
     福山市南手城町４－１－６ 常　勤:    1ア会　理事長　原　昌 組織変更 現存
     (医       1)徳 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160915,1240,7 アクア心のクリニック〒721-0942 084-941-7875医療法人社団　雄知会古庵　路子 平元.10. 1精   心内 診療所
     福山市引野町５－２１－３２ 常　勤:    1　理事長　古庵　路子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161015,1243,1 医療法人社団　八木小〒729-0111 084-934-3530医療法人社団　八木小八木　哲夫 平元. 8. 1小   診療所
     児科医院 福山市今津町５丁目１－３１ 常　勤:    1児科医院　理事長　八 組織変更 現存
     (医       1)木　哲夫 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161115,1245,6 走島診療所 〒720-0204 0849-84-2031走島診療所運営委員会橋本　秀則 平 2. 2. 5内   外   整外診療所
     福山市走島町浜１１２－２ 常　勤:    1　会長　髙橋　博美 新規 麻   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161215,1248,0 石川医院 〒720-1262 084-958-3931石川　博基 石川　博基 平18. 1. 1内   小   診療所
     福山市芦田町下有地９８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161315,1249,8 上田耳鼻咽喉科医院 〒720-0033 084-931-1000上田　節夫 上田　節夫 平元. 3. 1耳   い   診療所
     福山市旭町８－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 161415,1250,6 大石病院 〒720-0822 0849-53-3215医療法人社団　大仁会大石　明彦 昭63.11. 1一般        50病院
     福山市川口町１－７－１５ 常　勤:    4　理事長　大石　典彦 組織変更 内   外   整外療養病床
     (医       4) 平24.11. 1リハ 放   他  現存
     非常勤:   38 リウ 
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161515,1254,8 杉原医院 〒720-2419 084-972-2007杉原　昌太郎 杉原　昌太郎 昭47.10. 1内   小   産  診療所
     福山市加茂町上加茂４００番地の常　勤:    2 新規 婦   放   現存
     １ (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161615,1256,3 福山市民病院附属田原〒720-2602 084-972-2071福山市長　枝 　直幹高倉　範尚 平20. 7. 1内   外   診療所
     診療所 福山市山野町大字山野１９８４番常　勤:   23 移転 現存
     地 (医      23) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161715,1257,1 医療法人社団　いなほ〒720-2412 0849-72-3355医療法人社団　いなほ世良　一穂 平 6. 3. 1内   他   診療所
     会　せら医院 福山市加茂町大字下加茂９９３ 常　勤:    1会　せら医院　理事長 組織変更 他－消化器内科現存
     (医       1)　世良　一穂 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161815,1258,9 福山市民病院附属広瀬〒720-2415 0849-72-2071福山市長　枝 　直幹高倉　範尚 昭41.12. 1内   診療所
     診療所 福山市加茂町字北山２２２ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161915,1260,5 医療法人社団　緑誠会〒720-1147 084-976-1415医療法人社団　緑誠会馬屋原　健 昭52. 9. 1精神       175病院
     　光の丘病院 福山市駅家町大字向永谷３０２ 常　勤:    7　理事長　馬屋原　健 組織変更 内   精   神  現存
     (医       7) 平28. 9. 1心内 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162015,1261,3 もんぜんクリニック 〒720-1132 084-976-2211医療法人社団　三德会門前　俊德 平15. 5. 1整外 外   内  診療所
     (15,3182,5) 福山市駅家町大字倉光３０６－４常　勤:    2　理事長　門前　俊德 組織変更 リハ 歯   療養病床
     (医       1) 平27. 5. 1 現存
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162115,1263,9 南坊井上内科循環器科〒720-1133 084-976-0013医療法人社団　南坊　井上　勝稔 平元.10. 1内   胃   循  診療所
     医院 福山市駅家町大字近田５８２ 常　勤:    2理事長　井上　勝稔 組織変更 小   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 162215,1265,4 医療法人社団　玄同会〒720-1142 084-976-1351医療法人社団　玄同会小畠　敬太郎 昭61. 4. 1一般        52病院
     　小畠病院 福山市駅家町大字上山守２０３ 常　勤:    7　理事長　小畠　敬太 組織変更 療養        59療養病床
     (医       7)郎 平28. 4. 1内   外   ひ  現存
     非常勤:   20 眼   神内 他  
     (医      20) リハ 
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162315,1266,2 医療法人社団　黎明会〒720-2413 0849-72-2400医療法人社団　黎明会安部　博史 平12. 2. 1一般        19診療所
     　さくらの丘クリニッ福山市駅家町大字法成寺１０８ 常　勤:    2　理事長　安部　博史 移転 リハ 内   胃  療養病床
     ク (医       2) 平30. 2. 1循   現存
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162415,1271,2 医療法人社団　法宗会〒721-0915 084-947-5507医療法人社団　法宗会金吉　亜紀子 平元. 4. 1内   他   外  診療所
     　法宗医院 福山市伊勢丘５－６－１ 常　勤:    2　理事長　金吉　亜紀 組織変更 小   現存
     (医       2)子 平28. 4. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162515,1274,6 医療法人社団　品川小〒729-0111 0849-34-4970医療法人社団　品川小品川　禎子 平 2. 1. 1内   小   診療所
     児科内科 福山市今津町２－３－３１ 常　勤:    1児科医院　理事長　品 組織変更 主たる診療科の現存
     (医       1)川　禎子 平29. 1. 1変更
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162615,1281,1 医療法人　徹慈会　堀〒720-0825 084-926-3387医療法人　徹慈会　堀宇髙　毅 平12.10. 1一般        35病院
     病院 福山市沖野上町３丁目４－１３ 常　勤:    2病院　理事長　宇髙　 組織変更 耳い 他   眼  現存
     (医       2)毅 平24.10. 1麻   
     非常勤:   22 頭頸部外科
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162715,1282,9 脳神経センター大田記〒720-0825 0849-31-8650社会医療法人　祥和会郡山　達男 昭54. 3.31一般       153病院
     (15,3355,7) 念病院 福山市沖野上町３丁目６－２８ 常　勤:   32　理事長　大田　泰正 交代 一般        21療養病床
     (医      30) 平30. 3.31一般        39現存
     (歯       1) 内   外   神内
     (薬       1) 脳外 放   麻  
     非常勤:   45 リハ 他   整外
     (医      41) 歯   
     (歯       4) 他－１件　循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 162815,1285,2 医療法人社団　尚志会〒720-0067 084-926-0606医療法人社団　尚志会丹治　義明 平 3. 4. 1一般        32病院
     　福山城西病院 福山市西町２丁目１１－３６ 常　勤:    2　理事長　岩藤　葉子 組織変更 療養        28療養病床
     (医       2) 平30. 4. 1内   呼内 循  現存
     非常勤:   18 胃   外   整外
     (医      18) リハ こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162915,1286,0 小林胃腸科医院 〒721-0973 0849-26-0107小林　雅己 小林　雅己 昭52. 6. 1胃   外   診療所
     福山市南蔵王町１－９－２２－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163015,1288,6 医療法人社団　豊会　〒720-0052 0849-21-5878医療法人社団　豊会　髙田　三郎 平 4. 6. 1内   胃   循  診療所
     タカタ内科胃腸科 福山市東町３－３－３ 常　勤:    2理事長　高田　徹 組織変更 呼   現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163115,1289,4 医療法人社団　永光会〒721-0973 084-925-5555医療法人社団　永光会水永　弘司 平20. 4. 1療養        73病院
     　水永リハビリテーシ福山市南蔵王町４丁目１６－１６常　勤:    4　理事長　水永　弘司 組織変更 整外 外   内  療養病床
     ョン病院 (医       3) 平26. 4. 1他   リハ リウ現存
     (薬       1) 放   形外 美外
     非常勤:   70 皮   ひ   
     (医      69)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163215,1290,2 医療法人社団　潤会　〒720-0812 084-932-2485医療法人社団　潤会　戸田　潤子 平元.12. 1内   消胃 放  診療所
     宮崎胃腸科放射線科内福山市霞町２－４－３ 常　勤:    3宮崎胃腸科放射線科内 組織変更 現存
     科医院 (医       3)科医院　理事長　戸田 平28.12. 1
     　潤子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163315,1291,0 医療法人まさよし会　〒721-0973 0849-43-5633医療法人まさよし会　児玉　雅治 平12. 5. 1一般        14診療所
     児玉クリニック 福山市南蔵王町６丁目２－８ 常　勤:    1児玉クリニック　理事 組織変更 こう 胃   外  現存
     (医       1)長　児玉　雅治 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163415,1293,6 古中内科医院 〒720-0831 0849-32-2727古中　信義 古中　信義 昭53. 4. 1内   呼   消胃診療所
     福山市草戸町４－１－５ 常　勤:    1 新規 循   放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163515,1297,7 医療法人　辰川会　山〒720-0815 084-923-1133医療法人　辰川会　理水谷　雅巳 昭57. 6. 1一般        82病院
     陽病院 福山市野上町２－８－２ 常　勤:    8事長　辰川　匡史 その他 内   外   整外療養病床
     (医       8) 平30. 6. 1ひ   現存
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 163615,1301,7 医療法人　叙叙会　福〒721-0973 084-943-7171医療法人　叙叙会　理小川　龍之介 昭55.11. 1一般        82病院
     山第一病院 福山市南蔵王町５－１４－５ 常　勤:    9事長　西垣　秀尊 組織変更 療養        50療養病床
     (医       9) 平28.11. 1外   内   整外現存
     非常勤:   28 ひ   放   リハ
     (医      28) 麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163715,1304,1 石井内科 〒729-0252 084-936-1111医療法人社団　城山会石井　直文 平元.10. 1内   リハ 他  診療所
     福山市本郷町１６０５－２ 常　勤:    2　理事長　石井　直文 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163815,1309,0 医療法人社団むつみ会〒720-0061 084-925-1337医療法人社団むつみ会坂田　道義 平16. 1. 1一般        19診療所
     　坂田医院 福山市丸之内２丁目１２－６ 常　勤:    1　坂田医院　理事長　 組織変更 内   胃   整外療養病床
     (医       1)坂田　道義 平28. 1. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163915,1312,4 医療法人社団　康和会〒720-0822 084-954-1331医療法人社団　康和会占部　康雄 平元. 4. 1内   呼   消  診療所
     　占部内科医院 福山市川口町５－１６－５３ 常　勤:    1　理事長　占部　康雄 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164015,1318,1 医療法人社団　ミドリ〒720-0045 0849-24-4150医療法人社団　ミドリ齋藤　洋 平元. 6. 1小   アレ 診療所
     会　さいとう小児科 福山市宝町５－２４ 常　勤:    1会　理事長　齋藤　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164115,1319,9 医療法人　秀明会　小〒720-0807 084-932-3511医療法人　秀明会　理小池　英爾 昭55.11. 1一般        54病院
     池病院 福山市明治町１０－５ 常　勤:    6事長　小池　英爾 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       6) 平28.11. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164215,1321,5 村上内科循環器科医院〒720-0813 0849-21-0811医療法人社団　正仁会村上　忠正 昭63.11. 1内   消   循  診療所
     福山市道三町５－１５ 常　勤:    1　理事長　村上　忠正 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164315,1322,3 下永病院 〒720-0542 084-935-8811医療法人　永和会　下池田　篤司 平 4. 1. 1精神       159病院
     福山市金江町藁江５９０－１ 常　勤:    3永病院　理事長　下永 組織変更 精   内   現存
     (医       3)　和洋 平28. 1. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164415,1324,9 医療法人社団　三木耳〒720-0053 0849-22-5533医療法人社団　三木耳三木　正己 平元. 6. 1耳   い   診療所
     鼻咽喉科医院 福山市大黒町２－７ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　三木　正己 平28. 6. 1
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 164515,1326,4 医療法人社団　片岡内〒720-0092 0849-51-2111医療法人社団　片岡内片岡　和博 平 2.12. 1内   胃   診療所
     科胃腸科医院 福山市山手町２丁目３－１０ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　片岡　和博 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164615,1328,0 西福山病院 〒729-0104 0849-33-2110医療法人社団　杉原会杉原　睦登 平 3. 8. 1一般        62病院
     福山市松永町３４０－１ 常　勤:    5　理事長　杉原　睦登 組織変更 療養        60療養病床
     (医       5) 平24. 8. 1外   胃   こう現存
     非常勤:    7 麻   整外 皮  
     (医       7) 内   放   神内
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164715,1329,8 医療法人　ひかり眼科〒721-0907 084-941-4848医療法人　ひかり眼科山元　和子 平元.10. 1眼   診療所
     福山市春日町１－５－４５ 常　勤:    1　理事長　山元　和子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164815,1332,2 西谷内科 〒720-0056 084-926-0800西谷　皓次 西谷　皓次 平14. 5.20内   リウ 診療所
     福山市本町５－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164915,1333,0 医療法人　井上小児科〒720-1133 084-976-4820医療法人　井上小児科井上　晃 平元.10. 1内   呼   小  診療所
     内科医院 福山市駅家町近田３７９－１ 常　勤:    1内科医院　理事長　井 組織変更 皮   現存
     (医       1)上　晃 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165015,1334,8 鍋島皮ふ科形成外科医〒720-0815 0849-31-0112鍋島　謙五 鍋島　謙五 平 3. 7. 1形外 皮   診療所
     院 福山市野上町３丁目１２－４ 常　勤:    1 移転 休止
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165115,1335,5 三木眼科医院 〒720-0053 0849-26-0171三木　千鶴子 三木　千鶴子 昭57. 3. 1眼   診療所
     福山市大黒町２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165215,1336,3 福山医療生活協同組合〒720-0082 084-923-8161福山医療生活協同組合宅和　直樹 平19. 5. 1一般         3診療所
     　城北診療所 福山市木之庄町２－７－２ 常　勤:    3　理事長　服部　融憲 移転 内   リハ 心内現存
     (医       3) 平25. 5. 1精   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165315,1339,7 医療法人　栄仁会　平〒720-0032 084-923-2231医療法人栄仁会　平山平山　嗣 平11.10. 1皮   ひ   診療所
     山クリニック 福山市三吉町南２丁目１２－１４常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)平山　嗣 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165415,1340,5 青景医院 〒720-0841 084-951-1069青景　正展 青景　正展 平 7. 9. 1内   小   診療所
     福山市津之郷町大字津之郷４８４常　勤:    1 移転 現存
     －５ (医       1) 平28. 9. 1
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 165515,1341,3 医療法人　東和会　小〒721-0907 084-943-3111医療法人　東和会　理原　忠之 昭59. 4. 1療養        60病院
     (15,3345,8) 林病院 福山市春日町７－１－１８ 常　勤:    3事長　小林芳人 組織変更 内   小   呼内療養病床
     (医       3) 平29. 4. 1神内 他   放  現存
     非常勤:    5 歯   
     (医       4) 他１件　循環器
     (歯       1) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165615,1342,1 医療法人社団　広畑内〒720-0011 084-955-5005医療法人社団　広畑内 畑　登 平元. 4. 1内   消   皮  診療所
     科　広畑内科・もり皮福山市横尾町１丁目２１－８ 常　勤:    2科　理事長　 畑　登 組織変更 現存
     膚科 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165715,1343,9 藤井整形形成外科医院〒720-0022 084-925-0011藤井　淳 藤井　淳 昭58. 7. 1整外 形外 リハ診療所
     福山市奈良津町３－１－５ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165815,1345,4 医療法人社団　奥野皮〒720-0807 0849-24-6132医療法人社団　奥野皮奥野　博子 平 2.12. 1皮   診療所
     膚科医院 福山市明治町３－１６ 常　勤:    1膚科医院　理事長　奥 組織変更 現存
     (医       1)野　博子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165915,1348,8 医療法人社団　恵仁会〒720-0836 084-951-2201医療法人社団　恵仁会福田　均 平元.10. 1内   呼   胃  診療所
     　福田内科小児科 福山市瀬戸町大字長和１８５－３常　勤:    1　福田内科小児科　理 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)事長　福田　均 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166015,1350,4 医療法人　財団竹政会〒720-0804 084-931-1111医療法人財団　竹政会向井　省吾 平20. 8. 1一般        80病院
     　福山循環器病院 福山市緑町２－３９ 常　勤:   17　理事長　竹政　敏彦 移転 他   心外 麻  現存
     (医      17) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166115,1351,2 石原内科胃腸科 〒721-0913 084-947-1177医療法人社団　健朗会石原　健二 平元. 7. 1内   胃   診療所
     福山市幕山台１－２０－２０ 常　勤:    1　理事長　石原　健二 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166215,1353,8 高橋整形外科 〒721-0955 0849-53-1126高橋　秀次 高橋　秀次 昭59. 7. 1一般        12診療所
     福山市新涯町３－１－２６ 常　勤:    1 新規 療養         6現存
     (医       1) 平29. 7. 1内   外   整外
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166315,1355,3 医療法人社団　平田耳〒721-0952 0849-53-3387医療法人社団　平田耳平田　賢三 平 2. 1. 1耳   い   診療所
     鼻咽喉科 福山市曙町５－２１－５０ 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　平 組織変更 現存
     (医       1)田　賢三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 166415,1356,1 医療法人　越智眼科多〒720-0824 0849-54-3121医療法人　越智眼科多越智　信行 平元. 6. 1眼   診療所
     治米医院 福山市多治米町１－１０－１５ 常　勤:    1治米医院　理事長　越 組織変更 休止
     (医       1)智　信行 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166515,1357,9 黒瀬クリニック 〒720-0032 084-926-1331黒瀬　康平 黒瀨　承平 平14. 8. 1外   内   呼  診療所
     福山市三吉町南１丁目１１－１５常　勤:    3 その他 消   こう 現存
     (医       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166615,1359,5 医療法人社団　石田内〒720-0821 084-954-1010医療法人社団　石田内石田　敬典 平11. 6. 1内   循   胃  診療所
     科循環器科 福山市東川口町４丁目９－１２ 常　勤:    1科循環器科　理事長　 組織変更 呼   放   リハ現存
     (医       1)石田　敬典 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166715,1363,7 医療法人社団　細木小〒721-0964 084-921-7111医療法人社団　細木小細木　宣男 平元. 8. 1小   診療所
     児科 福山市港町２－１１－１ 常　勤:    1児科　理事長　細木　 組織変更 現存
     (医       1)宣男 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166815,1364,5 医療法人社団　いぶき〒720-0054 084-925-3482医療法人社団　いぶき伊吹　芳訓 平元. 7. 1小   アレ 診療所
     小児科 福山市城見町１－３－３ 常　勤:    1小児科　理事長　伊吹 組織変更 現存
     (医       1)　芳訓 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166915,1365,2 医療法人社団　平井外〒720-0002 0849-55-5550医療法人社団　平井外平井　泰明 平 2. 1. 1外   内   他  診療所
     科胃腸科医院 福山市御幸町下岩成６４９－５ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 組織変更 整外 現存
     (医       1)　平井　泰明 平29. 1. 1他２件　消化器
     内科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167015,1366,0 石井皮膚科泌尿器科医〒721-0911 084-948-2085石井　洋二 石井　洋二 昭61. 7. 1皮   ひ   診療所
     院 福山市青葉台１－１１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167115,1367,8 医療法人社団　健照会〒720-0809 084-924-2233医療法人社団　健照会金谷　経律 昭61.12. 1一般        45病院
     　セオ病院 福山市住吉町４－１ 常　勤:    7　理事長　瀨尾　宜嗣 新規 療養        36療養病床
     (医       5) 平28.12. 1内   呼内 他  現存
     (薬       2) 放   リハ 
     非常勤:    9 他－循環器内科
     (医       9) 、消化器内科、
     気管食道内科
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 167215,1368,6 医療法人紘友会　福山〒720-0832 084-956-2288医療法人　紘友会　福末丸　秀二 平12.10. 1精神       361病院
     友愛病院 福山市水呑町７３０２番地の２ 常　勤:   11山友愛病院　理事長　 組織変更 精   心内 内  現存
     (医      11)末丸　秀二 平24.10. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167315,1369,4 平木耳鼻咽喉科医院 〒729-0111 0849-34-2798医療法人社団　平木耳平木　真滋 平 5. 1. 1耳   い   診療所
     福山市今津町４丁目１－２０ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　平木　真滋 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167415,1370,2 びんごクリニック 〒720-0061 084-932-0257西原　慶太 西原　慶太 平 4.10. 1内   精   神  診療所
     福山市丸ノ内１－３－９鈴木第２常　勤:    1 移転 現存
     ビル６階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167515,1371,0 医療法人　佐野内科胃〒720-1131 084-976-1121医療法人　佐野内科胃佐野　宏一 平 8. 9. 1内   胃   診療所
     腸科医院 福山市駅家町大字万能倉３４７ 常　勤:    1腸科医院　理事長　佐 組織変更 現存
     (医       1)野　宏一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167615,1372,8 医療法人　汐仁会　橘〒729-0114 084-933-5227医療法人　汐仁会　橘橘高　諭 平19. 6. 1内   呼   消  診療所
     高内科小児科医院 福山市柳津町１丁目２－３０ 常　勤:    1高内科小児科医院　理 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)事長　橘高　諭 平25. 6. 1放   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167715,1374,4 黒木眼科医院 〒721-0974 0849-26-5511黒木　悟 黒木　悟 昭63. 4. 1眼   診療所
     福山市東深津町２－１１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167815,1375,1 三好眼科 〒720-0053 0849-27-2222医療法人　節和会　理三好　輝行 平 2. 1. 1一般        19診療所
     福山市大黒町２－３９ 常　勤:    5事長　三好　輝行 組織変更 眼   現存
     (医       5) 平29. 1. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167915,1376,9 楠本病院 〒721-0952 0849-54-3030医療法人　蒼生会　理森末　正博 昭63. 4. 1一般        97病院
     福山市曙町３－１９－１８ 常　勤:    5事長　森末　千春 新規 療養        50療養病床
     (医       5) 平30. 4. 1内   外   他  現存
     非常勤:    9 呼内 呼外 整外
     (医       9) 形外 ひ   放  
     リハ 
     他－３件　消化
     器内科、消化器
     外科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168015,1377,7 高橋クリニック 〒720-0064 0849-32-3778医療法人社団　高橋ク高橋　侃 平 5. 1. 1胃   外   こう診療所
     福山市延広町１－２５明治安田生常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 現存
     命福山駅前ビル５階 (医       1)橋　侃 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168115,1378,5 医療法人豊永会　小林〒720-0832 084-956-1351医療法人豊永会　小林小林　道男 平11. 4. 1内   診療所
     医院 福山市水呑町２０３０－３ 常　勤:    1医院　理事長　小林　 組織変更 現存
     (医       1)道男 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168215,1380,1 宇田内科リウマチ科 〒721-0974 0849-22-4747医療法人　宇田内科リ作田　建夫 平 6. 2. 1内   リハ 放  診療所
     福山市東深津町２－８－３０ 常　勤:    1ウマチ科　理事長　作 組織変更 リウ 現存
     (医       1)田　建夫 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168315,1381,9 医療法人　高橋眼科 〒720-0815 084-925-3636医療法人　高橋眼科　高橋　節夫 平元.10. 1一般        10診療所
     福山市野上町２－１０－２４ 常　勤:    2理事長　高橋　節夫 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168415,1383,5 佐伯クリニック 〒720-0812 084-922-3333佐伯　誠 佐伯　誠 平元. 3. 1外   形外 皮  診療所
     福山市霞町４－１－２１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168515,1384,3 医療法人　正智会　小〒720-0092 0849-52-1102医療法人　正智会　小小林　正夫 平 7. 5. 1胃   外   こう診療所
     林外科胃腸科 福山市山手町２丁目１－１ 常　勤:    1林外科胃腸科　理事長 組織変更 放   現存
     (医       1)　小林　正夫 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168615,1385,0 医療法人社団　啓仁会〒720-0541 0849-35-8055医療法人社団　啓仁会中村　紀明 平 3. 3. 1内   胃   外  診療所
     　中村外科胃腸科医院福山市金江町金見２８７９－８ 常　勤:    1　中村外科胃腸科医院 組織変更 こう リハ 放  現存
     (医       1)　理事長　中村　紀明 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168715,1387,6 医療法人社団　藤本外〒720-0805 0849-27-1414医療法人社団　藤本外藤本　英雄 平 5. 8. 1一般        19診療所
     科胃腸科肛門科クリニ福山市御門町３－９－２３ 常　勤:    1科胃腸科肛門科クリニ 組織変更 胃   外   こう現存
     ック (医       1)ック　理事長　藤本　 平29. 8. 1
     英雄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168815,1389,2 福山クリニック 〒721-0973 0849-45-0450医療法人　見水会　理加藤　信夫 平 5. 8. 1一般        10診療所
     福山市南蔵王町６－３２－１２ 常　勤:    1事長　加藤　信夫 組織変更 療養         9現存
     (医       1) 平29. 8. 1内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168915,1391,8 後藤泌尿器科医院 〒720-1141 084-976-5107後藤　喜夫 後藤　喜夫 平 2. 1. 1一般        19診療所
     福山市駅家町大字江良４２７－１常　勤:    1 新規 ひ   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 169015,1394,2 医療法人　えきや外科〒720-1133 084-976-2222医療法人　えきや外科安藤　正則 平 4. 9. 1内   他   外  診療所
     クリニック 福山市駅家町大字近田２３４－２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)安藤　正則 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169115,1396,7 広岡整形外科 〒721-0963 0849-26-6200 岡　克彦 岡　克彦 平 2. 6. 1整外 リハ 診療所
     福山市南手城町１－９－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169215,1398,3 森近内科 〒721-0975 0849-27-4858医療法人　すこやか会森近　茂 平 6. 2. 1内   消   循  診療所
     福山市西深津町４－２－５０ 常　勤:    2　理事長　森近　茂 組織変更 リハ 放   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169315,1399,1 ふじもり医院 〒721-0915 084-947-1275藤森　恭孝 藤森　恭孝 平 7. 6. 1一般         6診療所
     福山市伊勢丘５－１－３０ 常　勤:    1 その他 外   こう 内  現存
     (医       1) 平28. 6. 1小   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169415,1401,5 中村整形外科 〒721-0973 0849-26-8818医療法人社団　信誠会中村　信義 平 6. 4. 1一般        19診療所
     福山市南蔵王町２－４－１１ 常　勤:    1　中村整形外科　理事 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)長　中村　信義 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169515,1402,3 今福内科クリニック 〒720-0067 0849-27-1101今福　健雄 今福　健雄 平 3. 7. 1内   呼   消  診療所
     福山市西町２丁目１４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169615,1404,9 佐藤脳神経外科 〒729-0104 084-934-9911医療法人社団　涼風会佐藤　透 平 5. 9. 1一般        19診療所
     福山市松永町５－２３－２３ 常　勤:    1　理事長　佐藤　透 組織変更 脳外 神内 放  現存
     (医       1) 平29. 9. 1リハ 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169715,1405,6 西井内科医院 〒721-0903 0849-48-0322西井　次治 西井　次治 平 3.10. 1内   胃   小  診療所
     福山市坪生町５－１６－１０ 常　勤:    1 新規 リハ 放   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169815,1406,4 橘高クリニック 〒729-0113 0849-34-8555橘高　英之 橘高　英之 平 3.10. 1内   呼   消  診療所
     福山市宮前町１丁目３－１５ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169915,1408,0 医療法人社団　明健会〒720-0022 084-922-6139医療法人社団　明健会冨永　知 平15. 6. 1内   小   消  診療所
     　冨永内科医院 福山市奈良津町３－１－１ 常　勤:    1　冨永内科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　冨永　知 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170015,1410,6 いぐちクリニック 〒720-0825 0849-28-5327井口　敬一 井口　敬一 平 5. 7. 1内   診療所
     福山市沖野上町６－１１－２４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 170115,1411,4 武皮膚科医院 〒720-0821 084-957-0611武　誠 武　誠 平14. 3. 1皮   診療所
     福山市東川口町５丁目１７－１８常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170215,1412,2 医療法人　向田内科医〒720-2418 0849-72-7757医療法人　向田内科医向田　邦俊 平 9. 9. 1内   呼   消  診療所
     院 福山市加茂町字中野４０３番地の常　勤:    1院　理事長　向田　邦 組織変更 循   リハ 放  現存
     ３ (医       1)俊 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170315,1413,0 おかもと内科 〒729-0104 084-934-1212岡本　満夫 岡本　満夫 平 4.10. 1内   呼   胃  診療所
     福山市松永町３丁目２３－２０ 常　勤:    1 新規 循   休止
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170415,1416,3 瀬尾クリニック 〒729-0111 084-934-2233瀬尾　一史 瀬尾　一史 平 5.10. 1内   ひ   診療所
     福山市今津町５－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170515,1418,9 医療法人　辰川会　山〒720-0815 084-928-5500医療法人　辰川会　理池邉　宗三人 平 6. 2. 1他   診療所
     陽腎クリニック 福山市野上町１－７－８ 常　勤:    1事長　辰川　匡史 新規 人工透析内科、現存
     (医       1) 平30. 2. 1人工透析外科
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170615,1420,5 中島整形外科医院 〒720-0004 0849-55-6777中島　寛 中島　寛 平 6. 8. 1整外 リハ 放  診療所
     福山市御幸町中津原１４５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170715,1421,3 馬野神経科クリニック〒720-0815 0849-28-0088馬野　育次 馬野　育次 平13. 1. 1精   神   診療所
     福山市野上町３丁目１－２９ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170815,1422,1 医療法人社団　田中メ〒721-0966 084-925-3660医療法人社団　田中メ田中　出 平11.10. 1一般        11診療所
     ディカルクリニック 福山市手城町２丁目１－２０ 常　勤:    1ディカルクリニック　 組織変更 療養         6現存
     (医       1)理事長　田中　出 平29.10. 1胃   外   整外
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170915,1423,9 たかはし小児科 〒720-0031 084-921-0026高橋　幸雄 高橋　幸雄 平 7. 4. 1小   診療所
     福山市三吉町３－１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171015,1424,7 中川クリニック 〒721-0975 084-921-0300中川　三郎 中川　三郎 平 7. 7. 1内   呼   アレ診療所
     福山市西深津町６－１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 171115,1426,2 平川内科医院 〒720-0073 084-925-1060平川　弘泰 平川　弘泰 平 7.10. 1内   消   診療所
     福山市北吉津町３－１１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171215,1430,4 まつはまクリニック 〒720-0802 084-920-8150中郷　良蔵 中郷　良蔵 平 8. 4. 1内   胃   外  診療所
     福山市松浜町１－４－１３ 常　勤:    2 新規 整外 皮   こう現存
     (医       2) 平29. 4. 1リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171315,1431,2 庵谷内科循環器科 〒720-0001 084-970-2022医療法人社団　文理会庵谷　文夫 平10. 4. 1内   呼   胃  診療所
     福山市御幸町上岩成２３４－１ 常　勤:    1　理事長　庵谷　文夫 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171415,1432,0 医療法人社団　伸寿会〒721-0973 084-920-1855医療法人社団　伸寿会高須　伸治 平11. 4. 1一般        19診療所
     　高須クリニック 福山市南蔵王町１丁目７－１４ 常　勤:    1　高須クリニック　理 組織変更 内   外   他  現存
     (医       1)事長　高須　伸治 平29. 4. 1他→人工透析内
     非常勤:    8 科、人工透析外
     (医       8) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171515,1433,8 藤井小児科皮膚科医院〒720-0073 0849-26-2251藤井　宜夫 藤井　宜夫 平 9. 4. 1小   皮   診療所
     福山市北吉津町５－１－３１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171615,1434,6 和田胃腸科・皮膚科ク〒729-0111 0849-33-2710和田　玄 和田　玄 平 9. 4. 1胃   外   皮  診療所
     リニック 福山市今津町２－３－１８ 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171715,1435,3 医療法人社団　幸の鳥〒721-0907 0849-40-1717医療法人社団　幸の鳥ササヤマ　タカヒロ 平12.10. 1一般        19診療所
     レディスクリニック 福山市春日町１丁目７－１４ 常　勤:    1レディスクリニック　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)理事長　　ササヤマ　 平24.10. 1
     非常勤:   21タカヒロ
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171815,1436,1 医療法人社団クオレ　〒720-0067 084-920-9045医療法人社団クオレ　大谷　邦彦 平19. 5. 1精   神   心内診療所
     おおたにクリニック 福山市西町１丁目７－２４ 常　勤:    1おおたにクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　大谷　邦彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171915,1437,9 藤井クリニック 〒729-0251 0849-36-3456藤井　益夫 藤井　益夫 平 9. 6. 1内   胃   循  診療所
     福山市東村町５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172015,1439,5 医療法人社団　清康会〒729-0104 084-933-0333医療法人社団　清康会宮地　康夫 平11. 4. 1内   呼   循  診療所
     　宮地クリニック 福山市松永町３５０ 常　勤:    1　宮地クリニック　理 組織変更 アレ 現存
     (医       1)事長　宮地　康夫 平29. 4. 1
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 172115,1440,3 医療法人　こどもクリ〒720-1131 0849-70-1180医療法人　こどもクリ村上　政江 平13.10. 1小   診療所
     ニックむらかみ 福山市駅家町万能倉９１０－１５常　勤:    1ニックむらかみ　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　村上　政江 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172215,1441,1 ふるかど眼科 〒720-1132 084-976-7174古門　英人 古門　英人 平10. 2. 1眼   診療所
     福山市駅家町倉光３５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172315,1447,8 こじょう内科 〒721-0963 0849-32-7680古城　研二 古城　研二 平11. 4. 1内   消   循  診療所
     福山市南手城町１丁目１５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172415,1448,6 柳津にしきおり眼科 〒729-0114 084-933-7775医療法人社団　錦織眼錦織　博道 平11. 5. 1一般         4診療所
     福山市柳津町４丁目２－５ 常　勤:    1科医院　理事長　錦織 新規 眼   現存
     (医       1)　博 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172515,1450,2 医療法人　芳仁会　ひ〒729-0114 084-930-0322医療法人　芳仁会　理奥田　芳昭 平13.10. 1一般         6診療所
     とみ眼科 福山市柳津町１丁目２－２６ 常　勤:    1事長　奥田　芳昭 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172615,1451,0 医療法人社団　仁正会〒720-0043 0849-28-8578医療法人社団　仁正会岡野　正樹 平13.10. 1眼   診療所
     　おかの眼科 福山市船町１－３２ 常　勤:    1　理事長　岡野　正樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172715,1453,6 医療法人　すくすく会〒721-0973 084-943-7117医療法人　すくすく会木村　眞人 平14.10. 1小   アレ 内  診療所
     　木村小児科 福山市南蔵王町６丁目２０－１０常　勤:    1　理事長　木村　眞人 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172815,1454,4 医療法人　叡幸会　岡〒720-0002 084-961-0017医療法人　叡幸会　理岡本　宏司 平14. 4. 1耳い 診療所
     本耳鼻咽喉科医院 福山市御幸町下岩成中町３１６番常　勤:    1事長　岡本　宏司 組織変更 現存
     地の１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172915,1456,9 医療法人社団　春陽会〒721-0907 0849-40-4666医療法人社団　春陽会竹内　亘 平13. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     　竹内耳鼻咽喉科 福山市春日町７丁目１４－２６ 常　勤:    1　竹内耳鼻咽喉科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　竹内　亘 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173015,1457,7 日野内科小児科クリニ〒721-0955 084-957-5333医療法人　社団　日野日野　二郎 平16.10. 1内   小   呼  診療所
     ック 福山市新涯町１丁目５－３８ 常　勤:    1内科小児科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　日野　二郎 平28.10. 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

［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   193 頁

 173115,1458,5 かわもとクリニック 〒721-0942 084-940-6030医療法人社団　福寿草川本　定紀 平19. 4. 1リハ 診療所
     福山市引野町１－２２－２８ 常　勤:    1　理事長　川本　定紀 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173215,1459,3 医療法人社団　中村内〒721-0945 084-941-2620医療法人社団　中村内中村　豪 平14. 4. 1内   小   リハ診療所
     科・小児科 福山市引野町南２丁目１４－１７常　勤:    1科・小児科　理事長　 組織変更 循   現存
     (医       1)中村　豪 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173315,1460,1 医療法人社団　宏仁会〒720-0077 0849-23-0516医療法人社団　宏仁会寺岡　俊人 平12. 9. 1一般        50病院
     　寺岡整形外科病院 福山市南本庄３丁目１－５２ 常　勤:    9　理事長　寺岡　俊人 新規 療養        72現存
     (医       9) 平24. 9. 1整外 脳外 形外
     非常勤:   56 循   胃   耳い
     (医      56) 心内 神内 リハ
     リウ 他   麻  
     放   
     美容外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173415,1461,9 福山医療生活協同組合〒720-1131 0849-76-4334福山医療生活協同組合山崎　弘貴 平13. 5. 1内   診療所
     　ふれあい診療所 福山市駅家町万能倉９６－３ 常　勤:    2　理事長　服部　融憲 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173515,1463,5 医療法人　福徳永会　〒720-0838 084-949-2777医療法人　福徳永会　齋木　豊徳 平17. 4. 1一般        15診療所
     さいきじんクリニック福山市瀬戸町山北４５０－１ 常　勤:    1さいきじんクリニック 組織変更 内   外   他  現存
     (医       1)　理事長　齋木　豊徳 平29. 4. 1リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173615,1464,3 内藤クリニック 〒720-1131 0849-77-1070内藤　賢一 内藤　賢一 平13.12. 1外   消   循  診療所
     福山市駅家町万能倉９２５－３ 常　勤:    1 新規 アレ 内   現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173715,1465,0 藤田小児科内科医院 〒721-0907 084-948-6500医療法人社団　藤田小藤田　隼夫 平18. 4. 1小   内   アレ診療所
     福山市春日町３丁目１０－２５ 常　勤:    2児科内科医院　理事長 組織変更 精   現存
     (医       2)　藤田　仁志 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173815,1466,8 公益財団法人　中国労〒721-0942 084-941-8211公益財団法人　中国労森近　俊彦 平14. 4. 1内   診療所
     働衛生協会　公益財団福山市引野町５丁目１４－２ 常　勤:    3働衛生協会　理事長　 新規 現存
     法人　中国労働衛生協 (医       3)宮田　明 平26. 4. 1
     会　福山本部診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 173915,1468,4 医療法人社団　仁正会〒721-0973 084-945-8139医療法人社団　仁正会遠藤　淳子 平14. 4. 1眼   診療所
     　ざおう眼科 福山市南蔵王町５丁目９－１８ 常　勤:    1　理事長　岡野　正樹 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174015,1469,2 草浦医院 〒720-1131 084-972-8885医療法人社団　草浦医草浦　康浩 平18. 4. 1内   他   診療所
     福山市駅家町大字万能倉１０３８常　勤:    1院　理事長　草浦　康 組織変更 胃腸内科 現存
     番地 (医       1)浩 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174115,1471,8 森内科 〒721-0966 084-922-1816森　文男 森　文男 平14. 9. 1内   診療所
     福山市手城町２丁目８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174215,1472,6 医療法人社団　いけだ〒721-0973 084-973-1500医療法人社団　いけだ池田　紀和子 平18. 5. 1小   アレ 診療所
     小児科 福山市南蔵王町３丁目７－４２ 常　勤:    1小児科　理事長　池田 組織変更 現存
     (医       1)　紀和子 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174315,1473,4 山本クリニック 〒720-1144 084-976-0051山本　康博 山本　康博 平15. 2. 1内   診療所
     福山市駅家町大字坊寺５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174415,1475,9 坂本眼科小児科クリニ〒721-0926 084-946-6656坂本　郁夫 坂本　郁夫 平15. 4. 1眼   小   皮  診療所
     ック 福山市大門町１丁目４０－１２ 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174515,1477,5 福山市民病院附属山野〒720-2602 084-974-2021福山市長　枝 　直幹高倉　範尚 平15. 4. 1内   外   診療所
     診療所 福山市山野町山野３７９０番地の常　勤:    3 新規 現存
     １ (医       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174615,1478,3 住井内科 〒729-3103 0847-40-3030医療法人社団遼悠会　住井　賢吾 平15. 5. 1内   小   消  診療所
     福山市新市町新市３８８－４ 常　勤:    1理事長　住井　賢吾 組織変更 循   呼   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174715,1479,1 松井内科 〒720-1147 084-976-0500医療法人　萌樹会　理松井　隆明 平19. 4. 1内   神内 リハ診療所
     福山市駅家町大字向永谷６６６番常　勤:    1事長　松井　隆明 組織変更 現存
     地の３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174815,1480,9 医療法人　秀明会　小〒720-0814 084-932-3512医療法人　秀明会　理安原　伸吾 平16. 4. 1小   診療所
     池やすはら小児クリニ福山市光南町１丁目５－２３ 常　勤:    2事長　小池　英爾 新規 現存
     ック (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174915,1481,7 菊地内科 〒720-0017 084-961-1115菊地　武志 菊地　武志 平16. 4. 1内   診療所
     福山市千田町２丁目４７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175015,1483,3 岡田クリニック 〒720-0832 084-920-5656岡田　博文 岡田　博文 平16.11. 1胃   外   内  診療所
     福山市水呑町４５２６ 常　勤:    1 新規 整外 こう 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175115,1484,1 福山元町眼科 〒720-0063 0849-22-0575土手　正信 土手　正信 平17. 4. 1眼   診療所
     福山市元町７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175215,1485,8 山本醫院 〒721-0941 084-943-2777山本　裕 山本　裕 平17. 5. 1消   外   こう診療所
     福山市引野町北２丁目８－２８ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175315,1486,6 佐長内科クリニック 〒721-0907 084-945-7785佐長　正則 佐長　正則 平17. 5. 1内   呼   消  診療所
     福山市春日町１丁目２０－３８ 常　勤:    1 新規 アレ リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175415,1487,4 こばたけ医院 〒720-0802 084-922-7878小畠　敏嗣 小畠　敏嗣 平17.10. 1内   胃   循  診療所
     福山市松浜町４－５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175515,1499,9 まつもりファミリーク〒720-0076 084-973-0131医療法人社団　秀由会松森　秀之 平20. 5. 1内   外   整外診療所
     リニック 福山市本庄町中１丁目２－１３ 常　勤:    1　理事長　松森　秀之 組織変更 他   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175615,1501,2 徳永医院 〒720-0201 084-983-5050徳永　学 徳永　学 平18. 7. 1一般        19診療所
     福山市鞆町鞆９０８－３ 常　勤:    3 その他 内   外   ひ  現存
     (医       3) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 175715,1502,0 明神館クリニック 〒721-0961 084-927-0011社会医療法人　祥和会大田　浩右 平18. 9. 1脳外 神内 麻  診療所
     福山市明神町２丁目５－２２ 常　勤:    2　理事長　大田　泰正 新規 ひ   リハ 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175815,1506,1 西町クリニック耳鼻咽〒720-0067 084-927-3322堀内　譲治 堀内　譲治 平19. 1. 1耳い 診療所
     喉科 福山市西町２－５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175915,1507,9 おおもとウィメンズク〒720-0832 084-920-5155大本　裕之 大本　裕之 平19. 2. 1婦   診療所
     リニック 福山市水呑町４４４７番地先（水常　勤:    2 新規 現存
     呑三新田７４－２－１－１） (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176015,1508,7 米田耳鼻咽喉科クリニ〒720-1132 084-970-1030米田　孝明 米田　孝明 平19. 3. 1耳い 診療所
     ック 福山市駅家町大字倉光１５６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176115,1510,3 医療法人　よしたかク〒720-2123 084-963-6660医療法人　よしたかク吉鷹　知也 平19. 5. 1内   胃   外  診療所
     リニック 福山市神辺町大字川北１３４５番常　勤:    1リニック　理事長　吉 組織変更 こう 整外 リハ現存
     地の１１ (医       1)鷹　知也 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176215,1511,1 いしおか医院 〒721-0926 084-946-5100石岡　英彦 石岡　英彦 平19. 8. 2内   胃   放  診療所
     福山市大門町３丁目１９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176315,1512,9 石井医院 〒729-0112 084-933-2022石井　秀司 石井　秀司 平19. 9. 1内   診療所
     福山市神村町３１２２番地の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176415,1513,7 あいたに整形外科 〒720-0822 084-920-2200相谷　哲朗 相谷　哲朗 平19. 9.25整外 リハ 診療所
     福山市川口町４丁目１３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176515,1514,5 古城クリニック 〒720-0815 084-971-7335古城　繁 古城　繁 平19.10. 1麻   内   整外診療所
     福山市野上町３丁目６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176615,1515,2 池田響子ハートクリニ〒720-0034 084-926-3767池田　響子 池田　響子 平19.11. 1内   循   診療所
     ック 福山市若松町３－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
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 176715,1517,8 有木医院 〒720-0056 084-922-1333有木　則文 有木　則文 平20. 1. 1胃   外   アレ診療所
     福山市本町１－１－１０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176815,1520,2 竹本内科循環器科 〒720-0053 084-921-5798竹本　雅雄 竹本　雅雄 平20. 3. 3内   循   診療所
     福山市大黒町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176915,1524,4 福山整形外科クリニッ〒720-2123 084-960-3030医療法人社団　飛翔会古川　陽介 平20.11. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福山市神辺町川北１５３３番地 常　勤:    1　理事長　寛田　司 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177015,1526,9 渡邉内科クリニック 〒720-0822 084-920-2327医療法人社団千心会　渡邉　昌樹 平21. 1.17内   他   診療所
     福山市川口町４－１２－３７ 常　勤:    2理事長　渡辺　圀武 新規 現存
     (医       2) 平27. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177115,1527,7 永原内科クリニック 〒721-0915 084-948-9123永原　靖浩 永原　靖浩 平21. 4. 1他   内   診療所
     福山市伊勢丘６丁目１－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177215,1528,5 やすだクリニック 〒720-0805 084-922-1511保田　健太郎 保田　健太郎 平21. 2.22外   整外 他  診療所
     福山市御門町二丁目５－２９ 常　勤:    1 交代 リウ リハ 現存
     (医       1) 平27. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177315,1529,3 錦織眼科医院 〒729-0111 084-933-2944医療法人　社団　錦織錦織　修道 平21. 5. 1眼   診療所
     福山市今津町３丁目９番１０号 常　勤:    1眼科医院　理事長　錦 移転 現存
     (医       1)織　博 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177415,1530,1 もりかわ内科クリニッ〒721-0962 084-983-0088森川　民也 森川　民也 平21. 6. 1内   他   診療所
     ク 福山市東手城町１丁目３番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177515,1531,9 市役所通りクリニック〒720-0067 084-932-6633医療法人社団　杉原会大崎　俊英 平21. 7. 1他   内   外  診療所
     福山市西町１丁目７番９号 常　勤:    1　理事長　杉原　睦登 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 177615,1532,7 しだはらクリニック 〒720-0031 084-923-4368志田原　泰夫 志田原　泰夫 平21.10. 1整外 リウ 内  診療所
     福山市三吉町４丁目１１－８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177715,1533,5 なかよし小児科 〒721-0942 084-943-1774医療法人社団　育伸会山中　良孝 平21.10. 1小   アレ 診療所
     福山市引野町四丁目２２番１９号常　勤:    1　理事長　山中　良孝 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177815,1535,0 医療法人社団済井会　〒720-0814 084-923-3724医療法人社団済井会　橋本　秀則 平21.12. 1麻   他   整外診療所
     福山光南クリニック 福山市光南町３丁目７番８号 常　勤:    1福山光南クリニック　 その他 外   現存
     (医       1)理事長　橋本　秀則 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177915,1541,8 松永駅前クリニック 〒729-0104 084-934-7003医療法人　永和会　理下永　和洋 平22. 4. 1精   診療所
     福山市松永町４丁目９番１７号 常　勤:    1事長　下永　和洋 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178015,1543,4 医療法人辰川会　山陽〒720-0311 084-980-0034医療法人　辰川会　理辰川　自光 平22. 9. 1外   内   他  診療所
     ぬまくま腎クリニック福山市沼隈町草深２０３１－１ 常　勤:    1事長　辰川　匡史 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178115,1544,2 岩崎皮ふ科・形成外科〒720-0811 084-922-3335医療法人岩崎皮ふ科・岩崎　泰政 平22. 9. 1皮   形外 アレ診療所
     福山市紅葉町３番２４号 常　勤:    2形成外科　理事長　岩 組織変更 ひ   性   現存
     (医       2)崎　泰政 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178215,1545,9 船町ふじおかクリニッ〒720-0043 084-944-9005医療法人　かいせい　藤岡　正浩 平22.11. 1内   外   他  診療所
     ク 福山市船町３番４号 常　勤:    1理事長　藤岡　正浩 組織変更 放   リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178315,1547,5 医療法人　徹慈会　耳〒721-0962 084-983-3341医療法人　徹慈会　理平木　信明 平23. 2. 2耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科　東手城医院福山市東手城町１丁目３番１１号常　勤:    1事長　宇髙　毅 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 2
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178415,1551,7 アイネス　内科クリニ〒720-0065 084-973-1125小島　真二 小島　真二 平23. 5. 1内   診療所
     ック 福山市東桜町１－１アイネスフク常　勤:    1 新規 現存
     ヤマ２階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 178515,1552,5 藤井病院 〒720-0201 084-982-2431医療法人　紫苑会　理加藤　至 平23. 4. 1一般        60病院
     福山市鞆町鞆３２３番地 常　勤:    7事長　宮阪　英 組織変更 療養        54療養病床
     (医       7) 平29. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   13 形外 美外 眼  
     (医      13) 循   心外 ひ  
     消   他   皮  
     リハ 
     他１件　救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178615,1554,1 医療法人Ｋ．Ｆ．会　〒721-0911 084-947-6565医療法人Ｋ．Ｆ．会　金子　克彦 平23. 8. 1外   内   他  診療所
     青葉台クリニック 福山市青葉台一丁目１１番２０号常　勤:    2理事長　金子　克也 新規 リハ 整外 現存
     (医       2) 平29. 8. 1胃腸内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178715,1555,8 伊勢丘内科クリニック〒721-0915 084-947-1159高尾　和志 高尾　和志 平23.10. 1内   他   アレ診療所
     福山市伊勢丘３丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178815,1556,6 医療法人　ＳＥＯ　瀬〒729-3103 0847-51-2169医療法人　ＳＥＯ　理瀬尾　純 平23.10. 1内   消   小  診療所
     尾医院 福山市新市町大字新市８０９番地常　勤:    1事長　瀬尾　純 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178915,1557,4 医療法人　おひさまこ〒720-0003 084-955-3220医療法人おひさまこど髙橋　康太 平23.11. 1小   小外 アレ診療所
     どもクリニック 福山市御幸町森脇４２６－１ 常　勤:    2もクリニック　理事長 組織変更 精   リハ 他  現存
     (医       2)　髙橋　康太 平29.11. 1小児神経内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179015,1558,2 森田内科クリニック 〒721-0973 084-940-5051医療法人社団恵摂会森森田　竹千代 平24. 4. 1内   他   アレ診療所
     福山市南蔵王町６丁目４番１３号常　勤:    1田内科クリニック　理 組織変更 リハ 現存
     (医       1)事長　森田　竹千代 平30. 4. 1他－消化器内科
     、循環器内科、
     呼吸器内科、内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179115,1560,8 はやし整形外科クリニ〒721-0915 084-948-8070医療法人　桜幸会　理林　克彦 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 福山市伊勢丘６丁目１番３３号 常　勤:    1事長　林　克彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179215,1561,6 医療法人社団仁恵会　〒720-0077 084-926-2580医療法人社団仁恵会　近本　恵美子 平24. 4. 1内   診療所
     福山検診所 福山市南本庄五丁目１１番１号 常　勤:    1福山検診所　理事長　 移転 現存
     (医       1)近本　恵美子 平30. 4. 1
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 179315,1562,4 さとう脳外科クリニッ〒721-0926 084-940-5855医療法人　啓樹会　理佐藤　昇樹 平24. 5. 1脳外 リハ 放  診療所
     ク 福山市大門町３丁目２８番４３号常　勤:    2事長　佐藤　昇樹 組織変更 内   他   現存
     (医       2) 平30. 5. 1他－循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179415,1563,2 ふじいクリニック 〒720-0832 084-983-2219医療法人　紫苑会　理宮阪　實 平24. 5. 1内   外   整外診療所
     福山市水呑町４４３３番地 常　勤:    1事長　宮阪　英 新規 眼   ひ   皮  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179515,1564,0 梅田形成皮膚クリニッ〒721-0973 084-983-1600医療法人　社団　真善梅田　直人 平24.11. 1形外 皮   診療所
     ク 福山市南蔵王町五丁目１７番３６常　勤:    1会　理事長　梅田　直 組織変更 現存
     号 (医       1)人 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179615,1565,7 こども発達支援センタ〒720-8512 084-928-1351福山市長　枝 　直幹伊豫田　邦昭 平24.11. 1小   他   診療所
     ー 福山市三吉町南二丁目１１番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179715,1566,5 重政レディスクリニッ〒720-0825 084-922-5888医療法人社団くす乃木佐々木　克 平24.11. 1一般         3診療所
     ク 福山市沖野上町五丁目６番２３号常　勤:    1会　重政レディスクリ 組織変更 内   婦   現存
     (医       1)ニック　理事長　重政 平24.11. 1主たる診療科の
     　奈津子 変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179815,1567,3 向田医院 〒720-0832 084-956-0048向田　幹雄 向田　幹雄 平24.11.23内   麻   診療所
     福山市水呑町２３２９番地７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179915,1568,1 上田循環器科内科 〒721-0965 084-923-6323上田　敏行 上田　敏行 平25. 1. 1他   内   診療所
     福山市王子町２丁目１４番１１号常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180015,1569,9 新市ときながクリニッ〒729-3103 0847-51-5007時永　賢治 時永　賢治 平25. 4. 1ひ   内   診療所
     ク 福山市新市町新市６２８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180115,1571,5 山南クリニック 〒720-0402 084-988-1767社会医療法人社団　沼石川　澄 平25. 5. 1内   外   診療所
     福山市沼隈町大字中山南１３８７常　勤:    1南会　理事長　檜谷　 新規 現存
     番地 (医       1)鞠子 平25. 5. 1
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 180215,1572,3 福山夜間成人診療所 〒720-0032 084-982-9946福山市長　枝 　直幹土屋　隆宏 平25. 5.27内   外   診療所
     福山市三吉町南二丁目１１番２２常　勤:    2 新規 現存
     号 (医       2) 平25. 5.27
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180315,1573,1 まるやまホームクリニ〒721-0973 084-943-7307丸山　典良 丸山　典良 平25. 7. 1内   診療所
     ック 福山市南蔵王町六丁目２７番２６常　勤:    1 移転 現存
     号「ニューカモメマンション」１(医       1) 平25. 7. 1
     ０２号室 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180415,1575,6 いわた耳鼻咽喉科クリ〒720-2124 084-963-8733岩田　和宏 岩田　和宏 平25.10. 1耳い 診療所
     ニック 福山市神辺町川南１１２０番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180515,1576,4 医療法人　光耀会　岩〒720-0082 084-932-6380医療法人光耀会　理事岩﨑　裕光 平25.10. 1整外 リウ リハ診療所
     﨑整形外科 福山市木之庄町２丁目７番５号 常　勤:    1長　岩﨑　裕光 組織変更 精   内   現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180615,1578,0 フジイ眼科 〒721-0962 084-943-3250藤井　一弘 藤井　一弘 平26. 2. 1眼   診療所
     福山市東手城町１丁目３番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180715,1580,6 にしえクリニック 〒720-0045 084-931-3223西江　学 西江　学 平26. 4. 1内   外   診療所
     福山市宝町５－２５ 常　勤:    2 交代 胃腸内科、肛門現存
     (医       2) 平26. 4. 1外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180815,1581,4 のじまホームクリニッ〒720-1131 084-970-1711野島　洋樹 野島　洋樹 平26. 5. 1内   外   診療所
     ク 福山市駅家町万能倉１２４５－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180915,1582,2 上野整形外科・リハビ〒720-0832 084-920-5011医療法人　なぎさ　理上野　孝展 平26. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     リ科 福山市水呑町４４２５番地 常　勤:    1事長　上野　孝展 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 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

［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   202 頁

 181015,1583,0 井上病院 〒721-0974 084-943-5000医療法人達磨会　理事井上　文之 平26. 4. 1一般        38病院
     福山市東深津町三丁目２３番４６常　勤:    4長　井上　文之 組織変更 呼外 呼内 他  現存
     号 (医       4) 平26. 4. 1外   内   放  
     非常勤:    7 リハ 
     (医       7) 他→消化器外科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181115,1584,8 はしもとじんクリニッ〒729-0104 084-939-5552医療法人永元会　理事橋本　昌美 平26. 5. 1内   小   リウ診療所
     ク 福山市松永町三丁目７番３９－３常　勤:    1長　橋本　昌美 組織変更 アレ 現存
     号 (医       1) 平26. 5. 1腎臓内科、透析
     非常勤:    4 内科（人工透析
     (医       4) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181215,1585,5 さとうクリニック 〒720-0082 090-7507-2096佐藤　純一 佐藤　純一 平26. 6. 1内   外   整外診療所
     福山市木之庄町一丁目１７番１２常　勤:    1 新規 皮   こう リハ現存
     号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181315,1586,3 長外科胃腸科医院 〒720-2413 084-972-6321長　誠司 長　誠司 平26. 6. 1外   内   胃  診療所
     福山市駅家町法成寺４番地１ 常　勤:    2 交代 整外 皮   こう現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181415,1587,1 東福山内科医院 〒721-0941 084-943-8880大友　一徳 大友　一徳 平26.10. 1内   神内 リハ診療所
     福山市引野町北２－２２－１６ 常　勤:    2 組織変更 胃腸内科、循環現存
     (医       2) 平26.10. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181515,1588,9 よしだレディースクリ〒721-0955 084-954-0341医療法人　雄壮会　理吉田　壮一 平26.10. 1一般        10診療所
     ニック内科・小児科 福山市新涯町３丁目１９－３６ 常　勤:    2事長　吉田　雄一 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       2) 平26.10. 1小   
     非常勤:    1 消化器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181615,1591,3 広中内科クリニック 〒720-0073 084-973-9871廣中　 志 廣中　 志 平27. 1. 1内   アレ リウ診療所
     福山市北吉津町１丁目６番４号 常　勤:    2 新規 皮   精   心内現存
     (医       1) 平27. 1. 1漢方内科
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 181715,1592,1 医療法人三宅会　三宅〒720-0052 084-923-0220医療法人三宅会　理事三宅　晴夫 平27. 3. 1一般        72病院
     会グッドライフ病院 福山市東町一丁目１番１８号 常　勤:    9長　三宅　晴夫 移転 療養        38現存
     (医       9) 平27. 3. 1整外 内   精  
     非常勤:   45 ひ   麻   放  
     (医      44) リハ 
     (薬       1) ペインクリニッ
     ク整形外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181815,1593,9 広島県立福山若草園 〒720-0832 084-968-0230広島県知事　湯﨑　英齋藤　俊秀 平27. 4. 1一般 病院
     (15,3353,2) 福山市水呑町４３５７番地　水呑常　勤:    5彦 移転     一般    60現存
     三新田４２－１ (医       3) 平27. 4. 1小   整外 精  
     (歯       1) 内   歯   
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181915,1594,7 うだ胃腸科内科外科ク〒720-0825 084-922-2445医療法人　うだクリニ宇田　憲司 平27. 5. 1外   内   放  診療所
     リニック 福山市沖野上町四丁目３番２６号常　勤:    1ック　理事長　宇田　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)憲司 平27. 5. 1乳腺外科、胃腸
     内科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182015,1595,4 こじまクリニック 〒721-0907 084-945-1000小島　一志 小島　一志 平27.10. 1内   呼内 外  診療所
     福山市春日町一丁目２３番２５号常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平27.10. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182115,1596,2 ゆう耳鼻いんこう科ク〒721-0973 084-982-7387医療法人社団ゆう耳鼻石井　俊二 平27.10. 1耳い 診療所
     リニック 福山市南蔵王町五丁目２２番３３常　勤:    1いんこう科クリニック 組織変更 現存
     号 (医       1)　理事長　石井　俊二 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182215,1597,0 ちかもり内科医院 〒721-0952 084-920-2360近森　正和 近森　正和 平27.11. 1内   呼   診療所
     福山市曙町５丁目１９－２３ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182315,1598,8 谷口　ハートクリニッ〒720-0824 084-959-3211医療法人　曉会　谷口谷口　学 平27.11. 1内   他   診療所
     ク 福山市多治米町２丁目１５－１６常　勤:    1　ハートクリニック　 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)理事長　谷口　学 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182415,1599,6 すわ整形外科スパイン〒720-0824 084-982-8769諏訪　勝保 諏訪　勝保 平28. 4. 1整外 リハ 診療所
     スポーツクリニック 福山市多治米町５丁目２３番２９常　勤:    1 新規 現存
     号－１０１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 182515,1600,2 まつおか耳鼻咽喉科 〒720-0832 084-968-0187医療法人まつおか耳鼻松岡　弘 平28. 4. 1耳い 診療所
     福山市水呑町４４４６番地 常　勤:    1咽喉科　理事長　松岡 組織変更 現存
     (医       1)　弘 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182615,1601,0 いしいクリニック 〒720-2105 084-960-5565医療法人いしいクリニ石井　辰明 平28. 4. 1外   内   他  診療所
     福山市神辺町十三軒屋１３６－３常　勤:    1ック　理事長　石井　 組織変更 乳腺外科、消化現存
     (医       1)辰明 平28. 4. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182715,1602,8 あをうめクリニック 〒720-0065 084-922-5030山家　典子 山家　典子 平28. 6. 1精   心内 内  診療所
     福山市東桜町１－４３備広福山駅常　勤:    1 新規 現存
     前ビル５Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182815,1603,6 ふくやま北泌尿器科・〒720-0002 084-961-3520菱川　賢 菱川　賢 平28. 8. 1ひ   内   診療所
     内科クリニック 福山市御幸町下岩成３３８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182915,1604,4 あおばメンタルクリニ〒720-0824 084-981-1250新田　薫彬 新田　薫彬 平28. 9. 1精   心内 診療所
     ック 福山市多治米町１－１１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183015,1605,1 医療法人健応会　福山〒721-0961 084-916-5500医療法人健応会　理事深町　雄三 平28.10. 1一般 病院
     リハビリテーション病福山市明神町二丁目１５番４１号常　勤:   11長　丸石　正治 移転     一般    75現存
     院 (医       7) 平28.10. 1療養
     (薬       4)     療養   116
     非常勤:   11 リハ 内   精  
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183115,1606,9 医療法人　ふじえ　松〒720-0543 084-935-7631医療法人　ふじえ　理松山　善次郎 平28.11. 1神内 内   リハ診療所
     山内科 福山市藤江町１７２４－１ 常　勤:    1事長　松山　善次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183215,1607,7 太田形成外科クリニッ〒720-0803 084-959-2005医療法人　太田形成外太田　壮 平28.11. 1形外 皮   診療所
     ク 福山市花園町二丁目６番２８号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 美容皮膚科 現存
     (医       1)　太田　壮 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183315,1608,5 いしい内科・糖尿病ク〒720-0042 084-973-2555石井　啓太 石井　啓太 平29. 1. 1内   小   診療所
     リニック 福山市御船町一丁目９番３号 常　勤:    1 新規 糖尿病内科（主現存
     (医       1) 平29. 1. 1たる診療科）、
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183415,1609,3 よしおかホームクリニ〒720-0042 084-927-1219吉岡　孝 吉岡　孝 平29. 1. 4内   外   診療所
     ック 福山市御船町１丁目９番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183515,1610,1 医療法人社団豊仁会三〒721-0973 084-940-5556医療法人社団　豊仁会三原　研一 平29. 1.16眼   診療所
     原医院　みはら眼科み福山市南蔵王町六丁目２０番１３常　勤:    1　三原医院　理事長　 新規 現存
     なみざおうクリニック号 (医       1)三原　研一 平29. 1.16
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183615,1611,9 たなかクリニック 〒720-1142 084-999-0155田中　伸吾 田中　伸吾 平29. 2. 1形外 皮   診療所
     福山市駅家町大字上山守４５０－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183715,1612,7 阪口　癒しの診療所 〒720-0054 084-999-0184阪口　周二 阪口　周二 平29. 3. 1精   心内 診療所
     福山市城見町１丁目１－１　内田常　勤:    1 新規 現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183815,1613,5 医療法人社団惠仁会　〒721-0963 084-931-4690医療法人社団惠仁会　藤井　秀雄 平29. 3. 1内   呼内 神内診療所
     藤井内科医院　福山フ福山市南手城町２丁目１３－１９常　勤:    1藤井内科医院　理事長 移転 アレ 他   現存
     ァミリークリニック (医       1)　藤井　秀雄 平29. 3. 1消化器内科、循
     非常勤:    1 環器内科、糖尿
     (医       1) 病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183915,1614,3 もりもと皮膚科クリニ〒720-0824 084-982-7220森本　謙一 森本　謙一 平29. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     ック 福山市多治米町５丁目２３番３０常　勤:    1 新規 他   現存
     号－２０１ (医       1) 平29. 4. 1小児皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184015,1615,0 仁愛内科クリニック 〒720-0824 084-981-5017平櫛　恵太 平櫛　恵太 平29. 6. 1内   他   リウ診療所
     福山市多治米町５丁目２３－３０常　勤:    1 新規 現存
     －２０２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184115,1616,8 菅眼科 〒721-0973 084-973-6380菅　達人 菅　達人 平29. 8. 1眼   診療所
     福山市南蔵王町１－１０－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184215,1617,6 さとうファミリークリ〒720-1131 084-999-3103佐藤　慎太郎 佐藤　慎太郎 平29.10. 1内   小   皮  診療所
     ニック 福山市駅家町万能倉７８６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 184315,1618,4 医療法人社団　花園医〒720-0803 084-932-6303医療法人社団　花園医楢﨑　幹雄 平29. 8. 1精   心内 内  診療所
     療福祉会　花園クリニ福山市花園町１丁目３－９ 常　勤:    1療福祉会　理事長　楢 交代 外   ひ   婦  現存
     ック (医       1)崎　幹雄 平29. 8. 1皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184415,1619,2 中山眼科 〒720-0822 084-954-9000医療法人櫻馬会　理事中山　雅雄 平29.10. 1眼   診療所
     福山市川口町４丁目２１番３１号常　勤:    1長　中山　雅雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184515,1620,0 内海町いちかわ診療所〒722-2632 084-980-9099医療法人へき地医療会市川　勉 平29.11. 1内   小   外  診療所
     福山市内海町ロ３５５番地１ 常　勤:    1内海町いちかわ診療所 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　市川　勉 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184615,1621,8 はまもと内科クリニッ〒721-0973 084-943-4976濱本　博美 濱本　博美 平29.12. 1内   他   診療所
     ク 福山市南蔵王町５丁目６番９号 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平29.12. 1、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184715,1622,6 さくら眼科クリニック〒721-0915 084-948-6366医療法人康秀会　さく桒田　秀範 平29.11. 1眼   診療所
     福山市伊勢丘六丁目１番２６号 常　勤:    1ら眼科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　桒田　秀範 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184815,1623,4 一般社団法人　福山市〒720-0032 084-921-0035一般社団法人　福山市甲斐　良樹 平30. 4. 1外   内   婦  診療所
     医師会　健診センター福山市三吉町南二丁目１２－２５常　勤:    4医師会　会長　土屋　 新規 現存
     (医       4)隆宏 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184915,1624,2 沖野上クリニック 〒720-0825 084-932-3666社会医療法人　祥和会梶尾　直美 平30. 3. 1小   内   ひ  診療所
     福山市沖野上町三丁目１－１７ 常　勤:    1　理事長　大田　泰正 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185015,1625,9 医療法人社団　海晴会〒720-0824 084-959-3781医療法人社団　海晴会宮本　宗幸 平30. 5. 1内   診療所
     　多治米クリニック 福山市多治米町四丁目２１番１０常　勤:    1　理事長　八尾　和雄 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185117,1005,0 医療法人社団　有地医〒726-0005 0847-41-3670医療法人社団　有地医有地　茂生 平 8.12. 1胃   外   放  診療所
     院 府中市府中町６６０番地の３ 常　勤:    1院　理事長　有地　茂 その他 呼   現存
     (医       1)生 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185217,1008,4 医療法人社団　金光医〒726-0005 0847-41-2938医療法人社団金光医院金光　俊尚 平 5. 8. 1内   呼   診療所
     院 府中市府中町１５－７ 常　勤:    1　理事長　金光　俊尚 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185317,1013,4 鍋島内科医院 〒726-0005 0847-41-2086鍋島　三朗 鍋島　三朗 昭45. 7. 1内   診療所
     府中市府中町１６６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185417,1023,3 唐川医院 〒726-0012 0847-45-4030唐川　武典 唐川　武典 平12. 1. 1内   小   診療所
     府中市中須町１３９２－２ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185517,1024,1 髙田耳鼻咽喉科医院 〒726-0003 0847-45-2419医療法人社団髙田耳鼻髙田　信昭 平 7. 1. 1耳   い   アレ診療所
     府中市元町４４６－８ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)髙田　信昭 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185617,1032,4 中川整形外科医院 〒726-0012 0847-52-3033医療法人社団大樹会　中川　洋 昭62. 5. 1一般        15診療所
     府中市中須町７７ 常　勤:    1理事長　中川　洋 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 5. 1形外 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185717,1037,3 医療法人　佐野内科医〒726-0002 0847-45-5310医療法人　佐野内科医佐野　敏明 平20. 4. 1内   胃   放  診療所
     院 府中市鵜飼町６９９番地１０ 常　勤:    2院　理事長　佐野　敏 組織変更 現存
     (医       2)明 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185817,1042,3 楢崎外科医院 〒726-0003 0847-45-2311楢崎　靖人 楢崎　靖人 昭48. 8. 1外   診療所
     府中市元町４２１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185917,1047,2 渡辺内科医院 〒726-0004 0847-45-8637医療法人社団　千心会渡辺　圀武 平元. 6. 1内   消   小  診療所
     府中市府川町１００－１９ 常　勤:    1　理事長　渡辺　圀武 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186017,1048,0 佐々木内科 〒726-0012 0847-52-6555医療法人社団緑樹会　佐々木　伸彌 平 3.12. 1内   胃   呼  診療所
     府中市中須町２８－２ 常　勤:    1理事長　佐々木　伸彌 組織変更 循   放   アレ現存
     (医       1) 平27.12. 1心内 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186117,1049,8 医療法人同仁会　府中〒726-0013 0847-45-3200医療法人同仁会　理事豊田　容輔 昭59. 5. 1一般        46病院
     中央内科病院 府中市高木町４０２ 常　勤:    3長　豊田　容輔 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       3) 平28.11. 1循   
     非常勤:    2
     (医       2)
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 186217,1053,0 小野耳鼻咽喉科医院 〒726-0012 0847-52-7170医療法人社団孝友会　小野　保夫 平元.10. 1耳い 診療所
     府中市中須町８－１ 常　勤:    1理事長　小野　保夫 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186317,1054,8 信岡医院 〒726-0004 0847-45-0550信岡　斎生 信岡　斎生 昭63. 4. 1内   精   神  診療所
     府中市府川町１３３ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186417,1055,5 医療法人社団　慶正会〒726-0004 0847-46-3500医療法人社団慶正会　奥野　府夫 平 5. 8. 1内   消   小  診療所
     　奥野内科医院 府中市府川町３６８－１ 常　勤:    1理事長　奥野　府夫 組織変更 放   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186517,1056,3 田中耳鼻咽喉科医院 〒726-0012 0847-45-3387田中　誠史 田中　誠史 平 9. 4. 1耳い アレ 診療所
     府中市中須町１６９６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186617,1057,1 せおクリニック 〒726-0023 0847-40-0246瀬尾　泰雄 瀬尾　泰雄 平 9. 4. 1内   消胃 外  診療所
     府中市栗柄町２２０３－４ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186717,1058,9 ほそや内科クリニック〒726-0012 0847-40-0780医療法人社団　千和会細谷　茂衛 平15.10. 1内   消   呼  診療所
     府中市中須町字国府１６９４番地常　勤:    1　理事長　細谷　茂衛 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186817,1059,7 谷医院 〒726-0004 0847-45-1188谷　秀樹 谷　秀樹 平15.11. 1内   循   胃  診療所
     府中市府川町１７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186917,1062,1 府中市立湯が丘病院 〒729-3423 0847-62-2238府中市長　小野　申人若木　俊夫 平16. 4. 1精神       308病院
     府中市上下町矢野１００ 常　勤:    7 その他 精   神   現存
     (医       6) 平28. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187017,1063,9 なんば医院 〒726-0021 0847-43-6336難波　泰樹 難波　泰樹 平17. 4. 1一般        19診療所
     府中市土生町１５７２－２ 常　勤:    3 その他 整外 皮   ひ  現存
     (医       3) 平29. 4. 1形外 リハ リウ
     非常勤:   17 内   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187117,1065,4 黒木整形外科リハビリ〒729-3431 0847-62-8200黒木　秀尚 黒木　秀尚 平21. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     テーションクリニック府中市上下町上下２０５２番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 187217,1066,2 川﨑内科医院 〒726-0013 0847-44-6001川﨑　秀孝 川﨑　秀孝 平21. 6. 1内   他   診療所
     府中市高木町字宮ヶ坪１８９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187317,1068,8 前原皮膚科クリニック〒726-0013 0847-45-5188医療法人一五会　理事前原　潔 平22. 6. 1皮   診療所
     府中市高木町１８６番地 常　勤:    1長　前原　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187417,1069,6 河野眼科 〒726-0013 0847-47-1022医療法人社団河野眼科河野　克仁 平22.11. 1眼   診療所
     府中市高木町６０番地１ 常　勤:    1　理事長　河野　克仁 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187517,1070,4 社会医療法人社団陽正〒726-0003 0847-45-4571社会医療法人社団陽正周　鉅文 平23. 4. 1内   整外 リハ診療所
     会　北川クリニック 府中市元町４３－１ 常　勤:    2会　理事長　寺岡　暉 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187617,1071,2 和泉医院 〒726-0005 0847-41-2412和泉　典之 和泉　典之 平23.10. 1内   診療所
     府中市府中町１７４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187717,1072,0 府中市民病院 〒726-8501 0847-45-3300地方独立行政法人府中多田　敦彦 平24. 4. 1一般       100病院
     府中市鵜飼町５５５番地３ 常　勤:   10市病院機構　理事長　 組織変更 療養        50療養病床
     (医      10)多田　敦彦 平30. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   47 婦   小   耳い
     (医      47) 眼   ひ   精  
     リハ 他   
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187817,1073,8 府中北市民病院 〒729-3431 0847-62-2211地方独立行政法人府中中井　訓治 平24. 4. 1一般        60病院
     府中市上下町上下２１０１番地 常　勤:    3市病院機構　理事長　 組織変更 内   外   整外療養病床
     (医       3)多田　敦彦 平30. 4. 1婦   小   耳い現存
     非常勤:   16 皮   ひ   リハ
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187917,1075,3 宮下内科医院 〒726-0003 0847-45-5811宮下　雄博 宮下　雄博 平26. 2. 4内   診療所
     府中市元町４５４番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188017,1076,1 ひがき眼科 〒726-0003 0847-44-6543医療法人ひがき眼科　檜垣　卓夫 平26.11. 1眼   診療所
     府中市元町５７６番地９ 常　勤:    1理事長　檜垣　卓夫 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188117,1077,9 やすかわ泌尿器科クリ〒726-0004 0847-54-2355安川　明広 安川　明広 平29. 4. 1ひ   診療所
     ニック 府中市府川町１４０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188217,1078,7 河村内科 〒726-0005 0847-47-6300医療法人　翔帆会　理河村　秀康 平29. 4. 1内   胃   小  診療所
     府中市府中町８３８番地３ 常　勤:    1事長　河村　秀康 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188317,1079,5 なかはま　ハートクリ〒726-0013 084-746-0810中濱　一 中濱　一 平30. 1.15他   内   診療所
     ニック 府中市高木町６５８－１ 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188419,1001,5 医療法人社団　近藤医〒728-0016 0824-62-2681医療法人社団　近藤医近藤　哲司 平12. 1. 1内   小   診療所
     院 三次市四拾貫町１６－２　　 常　勤:    1院　理事長　近藤　哲 移転 現存
     (医       1)司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188519,1007,2 小川眼科 〒728-0017 0824-62-2468医療法人　輝眸会　理小川　徹郎 平14. 9. 1一般         8診療所
     三次市南畑敷町７７番地の１ 常　勤:    1事長　小川　徹郎 移転 眼   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188619,1012,2 荒瀬外科 〒728-0021 0824-62-2001荒瀬　秀賢 荒瀬　秀賢 平11. 6. 1一般        19診療所
     三次市三次町１５７７－２ 常　勤:    1 その他 外   胃   麻  現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188719,1020,5 野村内科医院 〒728-0012 0824-62-2820医療法人野村内科医院野村　俊也 平 5. 8. 1内   小   リハ診療所
     三次市十日市中２丁目１４－２３常　勤:    1　理事長　野村　俊也 組織変更 放   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188819,1021,3 医療法人社団　岡崎医〒728-0012 0824-63-5307医療法人社団岡崎医院岡崎　哲和 平 2. 9. 1一般        10診療所
     院 三次市十日市中２丁目１４－３３常　勤:    1　理事長　岡崎　哲和 交代 療養         9療養病床
     (医       1) 平29. 9. 1内   胃   外  現存
     整外 心外 循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188919,1027,0 佐竹医院 〒729-6201 0824-66-1013佐竹　辰男 佐竹　辰男 平19. 2.21内   眼   診療所
     三次市和知町２８５２－１ 常　勤:    1 交代 療養病床
     (医       1) 平25. 2.21 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189019,1031,2 医療法人社団　ワイ・〒729-6331 0824-68-2020医療法人社団　ワイ・重信　和也 平13.10. 1内   循   小  診療所
     エス・ケー心和会　重三次市下志和地町７１０－１２ 常　勤:    2エス・ケー心和会　理 組織変更 現存
     信医院 (医       2)事長　重信　和也 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189119,1038,7 内科・外科鳴戸医院 〒728-0012 0824-62-3011医療法人内科・外科鳴鳴戸　謙嗣 平 2. 1. 1一般        19診療所
     三次市十日市中４丁目６－１０ 常　勤:    1戸医院　理事長　鳴戸 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1)　謙嗣 平29. 1. 1循   外   こう
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189219,1047,8 医療法人新和会　三次〒728-0025 0824-62-2888医療法人新和会　理事佐々木　康吏 昭41.11. 1精神       235病院
     (19,3022,5) 病院 三次市粟屋町１７３１ 常　勤:    6長　河野　英樹 新規 療養        48療養病床
     (医       6) 平29.11. 1内   精   歯  現存
     非常勤:   13
     (医       9)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189319,1048,6 医療法人源仁会　箕岡〒728-0021 0824-62-3183医療法人源仁会箕岡内箕岡　康明 平 2. 8. 1内   呼   胃  診療所
     内科医院 三次市三次町１９００－１ 常　勤:    1科医院　理事長　箕岡 組織変更 循   小   放  現存
     (医       1)　康明 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189419,1056,9 医療法人社団藤翠会　〒728-0006 0824-63-7227医療法人社団藤翠会　藤谷　薫 平元. 9. 1一般        16診療所
     藤谷クリニック 三次市畠敷町９４１－１ 常　勤:    1理事長　藤谷　薫 組織変更 外   内   こう現存
     (医       1) 平28. 9. 1胃   循   麻  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189519,1058,5 加美川クリニック 〒728-0013 0824-62-5537医療法人社団加美川ク加美川　誠 平 2. 7. 1ひ   内   他  診療所
     三次市十日市東１丁目４－１２ 常　勤:    2リニック　理事長　加 組織変更 人工透析 現存
     (医       2)美川　誠 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189619,1059,3 森安皮膚科医院 〒728-0013 0824-63-0211森安　昌治郎 森安　昌治郎 昭57. 6. 1皮   診療所
     三次市十日市東６丁目１－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 189719,1062,7 一般社団法人　三次地〒728-0013 0824-62-1103一般社団法人　三次地安信　祐治 平10. 4. 1一般        50病院
     区医師会　三次地区医三次市十日市東３－１６－１ 常　勤:    4区医師会　会長　鳴戸 移転 療養       100療養病床
     療センター (医       4)　謙嗣 平28. 4. 1内   消   循  現存
     非常勤:    8 リハ 放   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189819,1064,3 大倉医院 〒728-0017 0824-62-1321医療法人ともみ会　理大倉　美知男 昭63.11. 1一般         7診療所
     三次市南畑敷町２２７－１ 常　勤:    1事長　大倉　美知男 組織変更 療養        12現存
     (医       1) 平24.11. 1内   消胃 外  
     整外 こう 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189919,1065,0 瀬山備北内科 〒728-0013 0824-63-1311瀬山　進一 瀬山　進一 昭58.11. 1内   神内 呼  診療所
     三次市十日市東４丁目３－７ 常　勤:    2 新規 循   皮   アレ現存
     (医       2) 平28.11. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190019,1067,6 山田整形外科医院 〒728-0011 0824-63-1000山田　博隆 山田　博隆 昭59.12. 1整外 リハ 診療所
     三次市十日市西６丁目６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190119,1068,4 梶山小児科 〒728-0014 0824-62-3663医療法人社団梶山小児梶山　泰正 平 7. 7. 1小   診療所
     三次市十日市南１丁目８－１０ 常　勤:    1科　理事長　梶山　泰 組織変更 現存
     (医       1)正 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190219,1069,2 福原内科胃腸科 〒728-0013 0824-62-2303医療法人福原内科胃腸福原　一作 平 5. 8. 1内   神内 呼  診療所
     三次市十日市東２丁目３－１８ 常　勤:    1科　理事長　福原　一 組織変更 消   循   小  現存
     (医       1)作 平29. 8. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190319,1070,0 あんどう眼科 〒728-0021 0824-62-0119医療法人社団あんどう安藤　仁 平 6. 2. 1一般         8診療所
     三次市三次町１３０８－１ 常　勤:    1眼科　理事長　安藤　 組織変更 眼   現存
     (医       1)仁 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190419,1071,8 医療法人微風会　ビハ〒728-0001 0824-62-7700医療法人微風会　理事大谷　道倫 平 6. 7. 1療養       300病院
     (19,3033,2) ーラ花の里病院 三次市山家町６０５－２０ 常　勤:    6長　田辺　彰 組織変更 内   神内 リハ療養病床
     (医       5) 平30. 7. 1放   歯   現存
     (歯       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190519,1072,6 すざわ小児科 〒728-0006 0824-63-2008医療法人すざわ小児科須澤　利文 平 4. 8. 1小   診療所
     三次市畠敷町１５０３－７ 常　勤:    1　理事長　須澤　利文 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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 190619,1074,2 堀川レディースクリニ〒728-0011 0824-63-9412堀川　正城 堀川　正城 平 6. 9. 1内   産婦 診療所
     ック 三次市十日市西１丁目６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190719,1075,9 いとう内科クリニック〒728-0023 0824-64-8880医療法人　メディアス伊藤　雅啓 平16. 4. 1内   診療所
     三次市東酒屋町３５４－９ 常　勤:    1　理事長　伊藤　雅啓 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190819,1076,7 折田クリニック 〒729-6215 0824-65-3131医療法人　折田クリニ折田　薫三 平16.10. 1内   他   外  診療所
     三次市江田川之内町１３６３－１常　勤:    1ック　理事長　折田　 組織変更 現存
     (医       1)薫三 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190919,1077,5 こね森内科医院 〒728-0013 0824-65-1071医療法人　社団　こね小根森　元 平16.10. 1内   他   診療所
     三次市十日市東４丁目１－１ 常　勤:    1森内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)小根森　元 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191019,1079,1 三次市国民健康保険川〒728-0621 0824-69-2009三次市長　増田　和俊佐竹　辰男 平16. 4. 1内   診療所
     西診療所 三次市三若町２６５５－４ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191119,1080,9 市立三次中央病院 〒728-8502 0824-65-0101三次市長　増田　和俊中西　敏夫 平16. 4. 1一般       350病院
     (19,3039,9) 三次市東酒屋町１０５３１番地 常　勤:   72 その他 内   呼内 小  現存
     (医      70) 平28. 4. 1外   整外 脳外
     (歯       2) 産婦 皮   ひ  
     非常勤:   18 耳い 眼   歯外
     (医      18) リハ 麻   他  
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病・代謝内分泌
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191219,1081,7 三次市国民健康保険甲〒729-4101 0847-67-2101三次市長　増田　和俊重岡　尚也 平16. 4. 1内   診療所
     奴診療所 三次市甲奴町本郷６４５－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191319,1082,5 三次市国民健康保険君〒728-0401 0824-53-2020三次市長　増田　和俊荒瀬　秀治 平16. 4. 1内   診療所
     田診療所 三次市君田町東入君７１８－６ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191419,1086,6 三次市作木診療所 〒728-0124 0824-55-3651三次市長　増田　和俊川上　源太 平16. 4. 1内   診療所
     三次市作木町下作木１５０３ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 191519,1088,2 谷岡産科・婦人科 〒728-0021 0824-62-2813谷岡　慶英 谷岡　慶英 平21. 1. 1一般        10診療所
     三次市三次町１７７８－３ 常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191619,1089,0 医療法人微風会　三次〒728-0013 0824-63-0330医療法人微風会　理事伊藤　聖 平21. 4. 1神内 他   内  診療所
     神経内科クリニック　三次市十日市東４丁目３－１０ 常　勤:    1長　田辺　彰 新規 リハ 放   現存
     花の里 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191719,1091,6 松尾整形外科リハビリ〒728-0013 0824-63-3380松尾　洋一郎 松尾　洋一郎 平22. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 三次市十日市東４丁目５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191819,1092,4 こさこ皮ふ科クリニッ〒728-0013 0824-65-2555医療法人　社団　こさ小迫　雅敏 平23. 4. 1皮   診療所
     ク 三次市十日市東四丁目１番３０号常　勤:    1こ皮ふ科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　小迫　雅敏 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191919,1093,2 グリーンクリニック 〒728-0012 0824-55-6924福山　耕治 福山　耕治 平23. 5.10内   診療所
     三次市十日市中２丁目３－２３ガ常　勤:    1 新規 現存
     ーデンハウス１０１ (医       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192019,1095,7 子鹿医療療育センター〒728-0025 0824-63-1151社会福祉法人ともえ会淀川　良夫 平24. 4. 1一般        84病院
     (19,3047,2) 広島県三次市粟屋町１１６６４番常　勤:    4　理事長　添田　龍彦 移転 内   小   精  現存
     地 (医       3) 平30. 4. 1神   歯   
     (歯       1)
     非常勤:   14
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192119,1096,5 佐々木医院 〒728-0021 0824-62-2824医療法人社団佐々木医佐々木　智 平24.10. 1内   循   診療所
     三次市三次町１５４２番地６ 常　勤:    1院　理事長　佐々木　 移転 現存
     (医       1)智 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192219,1098,1 三次市休日夜間急患セ〒728-0013 0824-62-1103三次市長　増田　和俊中村　英典 平26. 4. 1内   外   診療所
     ンター 三次市十日市東三丁目１６番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 192319,1099,9 医療法人　ひさゆき耳〒728-0017 0824-53-1187医療法人ひさゆき耳鼻久行　敦士 平26. 5. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科アレルギー科三次市南畑敷町３３０番１ 常　勤:    1咽喉科アレルギー科　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　久行　敦士 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192419,1100,5 医療法人碧い颯清水医〒728-0014 0824-65-2151医療法人碧い颯清水医清水　俊彦 平26.11. 1内   診療所
     院 三次市十日市南５丁目９－４５ 常　勤:    1院　理事長　清水　俊 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1)彦 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192519,1101,3 備北眼科 〒728-0013 0824-62-2610医療法人社団備北眼科栗本　清伸 平27.11. 1眼   診療所
     三次市十日市東一丁目１１番５号常　勤:    1　理事長　栗本　清伸 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192621,1001,1 総合病院庄原赤十字病〒727-0013 0824-72-3111日本赤十字社広島県支中島　浩一郎 昭32. 9. 1一般       258病院
     院 庄原市西本町２丁目７－１０ 常　勤:   34部　支部長　湯﨑　英 新規 一般（感染） 療養病床
     (医      34)彦 平29. 9. 1             2現存
     非常勤:    1 療養        41
     (医       1) 内   他   脳外
     小   外   整外
     皮   ひ   眼  
     産婦 耳い 麻  
     放   リハ 神内
     他５件：消内、
     腎内、糖内、循
     内、透外、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192721,1003,7 笠間医院 〒727-0013 0824-72-0535医療法人社団笠間医院笠間　清士 平 2. 9. 1内   診療所
     庄原市西本町１丁目２２－３４ 常　勤:    1　理事長　笠間　清士 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192821,1008,6 医療法人社団　牧原医〒727-0012 0824-72-0057医療法人社団　牧原医牧原　生昌 平15.10. 1外   胃   放  診療所
     院 庄原市中本町１丁目３－１３ 常　勤:    1院　理事長　牧原　生 組織変更 耳い 現存
     (医       1)昌 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192921,1028,4 藤野医院 〒727-0011 0824-72-4646藤野　豊樹 藤野　豊樹 昭52.12. 1外   内   整外診療所
     庄原市東本町１丁目１－１２ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平28.12. 1理学療法科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193021,1030,0 毛利内科胃腸科医院 〒727-0013 0824-72-2863医療法人社団毛利内科毛利　昭生 平 8. 9. 1内   胃   循  診療所
     庄原市西本町２丁目１０－６ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)毛利　昭生 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193121,1032,6 林医院 〒727-0021 0824-72-0121林　充 林　充 昭56.11. 1内   消   循  診療所
     庄原市三日市町２７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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 193221,1033,4 戸谷医院 〒727-0013 0824-72-3131医療法人社団聖仁会　戸谷　誠二 平 2.10. 1内   診療所
     庄原市西本町２丁目１５－３１ 常　勤:    1理事長　戸谷　完二 組織変更 療養病床
     (医       1) 平29.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193321,1035,9 医療法人ながえ会　庄〒727-0203 0824-72-7300医療法人ながえ会　理村尾　文規 昭63.11. 1療養       104病院
     原同仁病院 庄原市川北町字久井田８９０－１常　勤:    2事長　村尾　文規 組織変更 内   療養病床
     (医       2) 平24.11. 1 現存
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193421,1038,3 備北ななつか病院 〒727-0023 08247-5-2070森永　哲文 花岡　奉憲 平15. 2. 1療養       113病院
     庄原市七塚町国武１６１３ 常　勤:    1 新規 内   療養病床
     (医       1) 平27. 2. 1 現存
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193521,1039,1 庄原眼科 〒727-0014 0824-75-0115医療法人　庄原眼科　伊藤　慎二 平19. 4. 1一般         2診療所
     庄原市板橋町１６５－６ 常　勤:    1理事長　伊藤　慎二 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193621,1040,9 庄原市国民健康保険総〒729-3703 0824-88-2611庄原市長　木山　耕三高張　康介 平17. 3.31内   診療所
     領診療所 庄原市総領町下領家７１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193721,1041,7 庄原市立　西城市民病〒729-5742 0824-82-2611庄原市長　木山　耕三郷力　和明 平17. 3.31一般        54病院
     (21,3013,0) 院 庄原市西城町中野１３３９ 常　勤:    5 その他 内   外   整外療養病床
     (医       4) 平29. 3.31婦   精   リハ現存
     (歯       1) 放   脳外 歯  
     非常勤:   15
     (医      13)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193821,1042,5 庄原市口和診療所 〒728-0503 0824-87-2437庄原市長　木山　耕三渡 　将史 平17. 3.31内   小   麻  診療所
     庄原市口和町大月５６４－１１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193921,1043,3 庄原市高野診療所 〒727-0402 0824-86-3066庄原市長　木山　耕三山崎　力 平17. 3.31外   内   診療所
     庄原市高野町新市１１５０－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 3.31
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 194021,1044,1 みよしクリニック 〒727-0013 0824-72-4133三好　和輝 三好　和輝 平17. 4. 1心内 内   精  診療所
     庄原市西本町２丁目１５－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194121,1046,6 三上クリニック 〒729-5124 08477-2-1151三上　昌之 三上　昌之 平18. 5. 1内   胃   呼  診療所
     庄原市東城町東城３７５－５ 常　勤:    1 新規 循   アレ 放  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194221,1047,4 小山医院 〒727-0402 0824-86-7070小山　晋一 小山　晋一 平20.10.15整外 内   診療所
     庄原市高野町新市７１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194321,1048,2 さくら診療所 〒727-0022 0824-72-8688医療法人社団　聖仁会戸谷　完二 平20.11. 1内   外   診療所
     庄原市上原町１８１０－１ 常　勤:    1　理事長　戸谷　完二 新規 休止
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194421,1050,8 河本内科クリニック 〒727-0014 0824-75-0311医療法人社団　河本内河本　邦彦 平22.11. 1内   他   診療所
     庄原市板橋町１６４番地４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　河本　邦彦 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194521,1051,6 庄原市休日診療センタ〒727-0013 0824-72-9900庄原市長　木山　耕三毛利　昭生 平25. 4. 1内   診療所
     ー 庄原市西本町三丁目４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194621,1052,4 むらた皮膚科クリニッ〒727-0014 08247-4-6611村田　将 村田　将 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     ク 庄原市板橋町１９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194721,1054,0 児玉医院 〒727-0203 0824-72-0147医療法人優心会　理事児玉　節 平28.10. 1内   外   診療所
     庄原市川北町１５８番地２ 常　勤:    1長　児玉　節 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194821,1055,7 こぶしの里クリニック〒729-5121 08477-2-5255医療法人　社団　光仁檜田　毅 平30. 1. 1内   外   整外診療所
     庄原市東城町川東１５２番地４ 常　勤:    1会　理事長　梶川　恵 組織変更 ひ   眼   リハ現存
     (医       1)美子 平30. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
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 194923,1001,7 三菱ケミカル（株）　〒739-0693 0827-52-2696三菱ケミカル株式会社神原　辰徳 昭46. 4. 1内   診療所
     大竹事業所診療所 大竹市御幸町２０－１ 常　勤:    1　取締役社長　和賀　 その他 現存
     (医       1)昌之 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195023,1004,1 医療法人社団　古吉眼〒739-0611 0827-52-4707医療法人社団古吉眼科古吉　直彦 平13. 3. 1眼   診療所
     科医院 大竹市新町２丁目７－１ 常　勤:    2医院　理事長　古吉　 移転 現存
     (医       2)直彦 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195123,1027,2 メープルヒル病院 〒739-0651 0827-57-7451医療法人社団知仁会　石井　知行 平元.12. 1精神       296病院
     (23,3019,3) 大竹市玖波５丁目２－１ 常　勤:   11理事長　石井　知行 移転 療養        90療養病床
     (医      10) 平28.12. 1内   神内 リハ現存
     (薬       1) 心内 精   歯  
     非常勤:   17 他   
     (医      10) 他（胃腸内科、
     (歯       4) 呼吸器内科）
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195223,1030,6 医療法人社団　親和会〒739-0613 0827-52-3059医療法人社団　親和会山根　康彦 平元.10. 1内   消   外  診療所
     　大和橋医院 大竹市本町２丁目９－４ 常　勤:    1　理事長　山根　康彦 組織変更 放   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195323,1038,9 医療法人社団　津村眼〒739-0603 0827-52-4856医療法人社団　津村眼津村　清 平元.10. 1一般         4診療所
     科医院 大竹市西栄２丁目１５－１７ 常　勤:    2科医院　理事長　津村 組織変更 眼   現存
     (医       2)　清 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195423,1041,3 医療法人社団　おだ整〒739-0605 0827-52-3236医療法人社団　おだ整小田　佳史 昭62. 5. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 大竹市立戸４－１－１７ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　小田　佳史 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195523,1042,1 佐川内科医院 〒739-0651 0827-57-2233医療法人佐川内科医院佐川　広 平 3. 9. 1内   胃   循  診療所
     大竹市玖波２丁目４－２ 常　勤:    2　理事長　佐川　広 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195623,1047,0 坪井クリニック 〒739-0613 0827-52-8337坪井　信治 坪井　和彦 平17.11. 1内   呼   胃  診療所
     大竹市本町１丁目１－１８ 常　勤:    2 移転 消   アレ 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195723,1052,0 医療法人社団　渡辺医〒739-0605 0827-53-1151医療法人社団　渡辺医渡邉　健一郎 平元. 4. 1内   循   小  診療所
     院 大竹市立戸２－３－８ 常　勤:    1院　理事長　渡邉　健 組織変更 呼   現存
     (医       1)一郎 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195823,1053,8 医療法人社団　いちご〒739-0612 0827-53-1107医療法人社団　いちご糸谷　富男 平16.10. 1整外 リハ 診療所
     会　糸谷整形外科医院大竹市油見１丁目９－１２ 常　勤:    1会　理事長　糸谷　富 移転 現存
     (医       1)男 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195923,1054,6 医療法人社団　有木耳〒739-0612 0827-53-3874医療法人社団　有木耳有木　健 平12. 1. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 大竹市油見３－１１－６ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移転 現存
     (医       1)　有木　健 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196023,1055,3 栗谷診療所 〒739-0645 08275-6-0260佐伯中央農業協同組合徳毛　宏則 平13.12. 1内   診療所
     大竹市栗谷町小栗林７２０ 常　勤:    1　代表理事組合長　忠 組織変更 現存
     (医       1)末　宜伸 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196123,1056,1 本町医院 〒739-0613 0827-52-4427渡辺　正朝 渡辺　正朝 平元. 6. 1内   消   胃  診療所
     大竹市本町２丁目１５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196223,1058,7 大竹中央クリニック 〒739-0611 0827-52-6200医療法人大竹中央クリ荒田　寿彦 平 8. 9. 1内   他   胃  診療所
     大竹市新町１－１－２５ 常　勤:    1ニック　理事長　荒田 組織変更 外   こう 現存
     (医       1)　寿彦 平29. 9. 1他－１件　内科
     （透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196323,1059,5 医療法人社団　村上ク〒739-0615 0827-52-1133医療法人社団　村上ク村上　博 平 8. 4. 1耳い 気食 診療所
     リニック 大竹市元町１－１１－２ 常　勤:    1リニック　理事長　村 組織変更 現存
     (医       1)上　博 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196423,1060,3 荒田クリニック 〒739-0612 08275-3-4100荒田　敦 荒田　敦 平 6. 5. 1内   小   外  診療所
     大竹市油見３－１９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196523,1062,9 大竹市休日診療所 〒739-0605 0827-52-0330大竹市長　入山　欣郎佐川　広 平 7.10. 1内   小   外  診療所
     大竹市立戸２－１－１６ 常　勤:   28 新規 現存
     (医      28) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196623,1064,5 立川整形外科リハビリ〒739-0603 08275-2-1331医療法人　立整会　理立川　勝司 平12. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     リウマチクリニック 大竹市西栄１丁目１２－１ 常　勤:    1事長　立川　勝司 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 196723,1065,2 シルククリニック 〒739-0613 08275-2-3313長神　清 長神　清 平10.10. 1内   婦   診療所
     大竹市本町１丁目５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196823,1066,0 医療法人社団親和会　〒739-0615 08275-2-8010医療法人社団親和会　篠崎　正光 平12. 3. 1療養        50病院
     やまと病院 大竹市元町１丁目１－５ 常　勤:    2理事長　山根　康彦 新規 内   心内 療養病床
     (医       2) 平30. 3. 1 現存
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196923,1068,6 阿多田診療所 〒739-0607 0827-53-7061医療法人阿多田診療所林　重三 平20.10. 1内   外   診療所
     大竹市阿多田４０３番地の２ 常　勤:    1　理事長　林　重三 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197023,1069,4 医療法人社団　こうろ〒739-0605 0827-52-1112医療法人社団　こうろ高路　修 平21. 5. 1皮   アレ 診療所
     皮ふ科 大竹市立戸２丁目６番２６号 常　勤:    1皮ふ科　理事長　高路 組織変更 現存
     (医       1)　修 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197123,1070,2 しまだファミリークリ〒739-0612 0827-53-3022医療法人社団嶋田内科嶋田　博光 平24. 4. 1内   小   診療所
     ニック 大竹市油見三丁目１２番７号 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 移転 現存
     (医       1)嶋田　博光 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197223,1072,8 レディースクリニック〒739-0612 0827-53-7789医療法人社団とよしま豊島　博幸 平26. 5. 1産婦 診療所
     とよしま医院 大竹市油見三丁目１９番６号 常　勤:    1医院　理事長　豊島　 組織変更 現存
     (医       1)博幸 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197323,1073,6 村井内科クリニック 〒739-0602 0827-52-8138医療法人村井内科　理村井　齋子 平27. 6. 1内   診療所
     大竹市南栄一丁目６番１５号 常　勤:    1事長　村井　齋子 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197423,1074,4 だいこく小児科クリニ〒739-0622 0827-57-5225大黒　一成 大黒　一成 平28. 4. 1小   診療所
     ック 大竹市晴海１－４－１３－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197523,1076,9 おおえ内科クリニック〒739-0622 0827-35-5552医療法人　おおえ内科大江　啓常 平28.12. 1内   診療所
     大竹市晴海１－４－１３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 消化器内科、内現存
     (医       1)大江　啓常 平28.12. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197623,1077,7 山下ケアクリニック 〒739-0611 0827-54-0852山下　久幾 山下　久幾 平29. 7. 1内   診療所
     大竹市新町１丁目２－７ＤＥＳＩ常　勤:    1 移転 現存
     ＧＮ２０２　１０１号室 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 197725,1004,6 医療法人社団樹章会　〒739-0016 0824-23-2666医療法人社団樹章会　高梨　敦 昭49. 6. 1一般        60病院
     本永病院 東広島市西条岡町８－１３ 常　勤:    9理事長　本永　貴郎 組織変更 療養       101療養病床
     (医       9) 平28. 6. 1一般        21現存
     非常勤:   12 内   神内 消  
     (医      12) 循   呼   外  
     産婦 リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197825,1007,9 医療法人社団　小田医〒739-0011 0824-22-2456医療法人社団小田医院牧原　斉 平 5. 5. 1内   胃   こう診療所
     院 東広島市西条本町３－３０ 常　勤:    1　理事長　牧原　斉 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197925,1008,7 木阪病院 〒739-0003 0824-21-0800医療法人社団　博愛会田部　康次 平15. 4. 1一般        32病院
     東広島市西条町土与丸１２３５番常　勤:    6　理事長　木阪　義彦 移転 療養        48療養病床
     地 (医       6) 平27. 4. 1内   外   他  現存
     非常勤:   25 神内 リハ 
     (医      25) 他：消化器内科
     、循環器内科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198025,1014,5 医療法人社団　藤原医〒739-2105 0824-34-0029医療法人社団藤原医院藤原　寛樹 平 2. 9. 1内   呼   消  診療所
     院 東広島市高屋町大字桧山４４８－常　勤:    2　理事長　藤原　義剛 組織変更 循   アレ 現存
     １ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198125,1020,2 医療法人　高橋ホーム〒739-0146 082-428-0147医療法人　高橋ホーム高橋　宏幸 平16. 4. 1内   小   診療所
     クリニック 東広島市八本松飯田６丁目１６－常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １２ (医       3)高橋　宏幸 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198225,1021,0 医療法人社団　松田医〒739-0141 0824-28-0019医療法人社団松田医院松田　博 平 2. 7. 1一般        14診療所
     院 東広島市八本松町飯田１０１ 常　勤:    1　理事長　松田　博 組織変更 内   外   産  現存
     (医       1) 平29. 7. 1婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198325,1026,9 アソカの園武島医院 〒739-0043 0824-22-2073医療法人アソカ　理事武島　裕爾 平12. 5. 1内   呼   消  診療所
     東広島市西条西本町２５－２９ 常　勤:    1長　武島　裕爾 組織変更 神内 アレ 整外療養病床
     (医       1) 平30. 5. 1リハ 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198425,1028,5 医療法人社団　二山会〒739-0024 082-423-2726医療法人社団　二山会冨永　春夫 平元. 7. 1精神       216病院
     　宗近病院 東広島市西条町大字御薗宇７０３常　勤:    4　理事長　大谷　達夫 移転 内   精   神  現存
     (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 198525,1029,3 エトワール西条病院 〒739-0041 0824-23-2131医療法人社団　静寿会石川　博也 昭59.12. 1精神       149病院
     東広島市西条町大字寺家７４１ 常　勤:    6　理事長　新谷　幸義 組織変更 精神        51現存
     (医       6) 平29.12. 1精   内   
     非常勤:   43
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198625,1031,9 藤井脳神経外科 〒739-0033 082-425-0211医療法人　藤井脳神経藤井　徹 平17.10. 1一般        19診療所
     東広島市西条町馬木２４５ 常　勤:    1外科　理事長　藤井　 組織変更 脳外 神内 内  療養病床
     (医       1)徹 平29.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198725,1033,5 広島県立障害者リハビ〒739-0036 082-425-1455広島県知事　湯﨑　英安永　裕司 昭53. 4. 1一般       275病院
     (25,3014,9) リテーションセンター東広島市西条町大字田口２９５－常　勤:   16彦 新規 整外 小   耳い現存
     　医療センター ３ (医      15) 平29. 4. 1リハ 放   麻  
     (歯       1) ひ   リウ 内  
     非常勤:   22 眼   精   神内
     (医      21) 歯   他   
     (歯       1) 他１件：総合内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198825,1036,8 のだ医院 〒739-0025 082-422-3323埜田　和之 埜田　和之 平20. 1. 1整外 内   診療所
     東広島市西条中央３丁目５－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198925,1038,4 三浦医院 〒739-0043 0824-22-3080三浦　弘之 三浦　弘之 平13.11.10内   呼   消  診療所
     東広島市西条西本町２７－２８ 常　勤:    1 交代 循   整外 リハ現存
     (医       1) 平25.11.10小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199025,1039,2 土肥整形外科病院 〒739-0042 0824-22-2156医療法人社団慈杏会　土肥　慎二郎 平 8. 7. 1一般        50病院
     東広島市西条町西条東１２８３－常　勤:    5理事長　土肥　大右 移転 療養        30療養病床
     ２ (医       5) 平29. 7. 1整外 リハ 麻  現存
     非常勤:    4 形外 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199125,1048,3 医療法人社団恒久会　〒739-0021 082-423-8200医療法人社団恒久会　中前　尚久 平元. 4. 1内   外   皮  診療所
     中前外科・内科クリニ東広島市西条町助実１８５４－１常　勤:    2中前　尚久 組織変更 整外 他   現存
     ック (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199225,1049,1 東広島市休日診療所 〒739-0003 082-422-5400東広島市長　髙垣　 楠部　滋 平 3. 4. 1内   小   診療所
     東広島市西条町土与丸１１１３ 常　勤:    2德 移転 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   42
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 199325,1050,9 医療法人社団　藤本皮〒739-0042 0824-23-3207医療法人社団藤本皮膚藤本　洋治 平元. 8. 1皮   ひ   診療所
     膚泌尿器科医院 東広島市西条町大字西条東１０２常　勤:    1泌尿器科医院　理事長 組織変更 現存
     ４－４ (医       1)　藤本　洋治 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199425,1051,7 医療法人社団風仁会　〒739-0043 0824-23-3251医療法人社団風仁会　宇治木　三太郎 平元. 6. 1内   消胃 小  診療所
     宇治木医院 東広島市西条西本町１４－１ 常　勤:    1理事長　宇治木　三太 組織変更 現存
     (医       1)郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199525,1053,3 医療法人社団葵会八本〒739-0142 0824-20-1230医療法人社団葵会　理定本　謙一郎 平 9. 2. 1一般        83病院
     松病院 東広島市八本松東３丁目９－３０常　勤:   11事長　新谷　幸義 移転 療養       152療養病床
     (医      11) 平30. 2. 1内   呼内 アレ現存
     非常勤:    7 他   外   整外
     (医       7) 小   ひ   眼  
     リハ 放   脳外
     他－３件　循環
     器内科、消化器
     内科、消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199625,1057,4 つまもと眼科 〒739-0016 082-423-9323医療法人社団　康貴会津間本　裕一 平16. 6. 1眼   診療所
     東広島市西条岡町３－２５ 常　勤:    1　理事長　津間本　裕 移転 現存
     (医       1)一 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199725,1068,1 本城内科小児科 〒739-0025 0824-22-6744本城　典彦 本城　典彦 平 6.10. 1内   小   診療所
     東広島市西条中央８丁目３－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199825,1071,5 医療法人社団　白市診〒739-2114 0824-34-2020医療法人社団　白市診高沢　尚善 平 2. 2. 1内   消   循  診療所
     療所 東広島市高屋町白市７１６－１ 常　勤:    1療所　理事長　高沢　 組織変更 放   現存
     (医       1)尚善 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199925,1072,3 医療法人社団誠会　ま〒739-0041 0824-22-5161医療法人社団誠会まご馬越　誠通 平 9. 2. 1一般        11診療所
     ごし医院 東広島市西条町大字寺家７３７１常　勤:    2し医院　理事長　馬越 組織変更 産婦 内   小  現存
     －２ (医       2)　誠通 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200025,1073,1 医療法人社団　竹内耳〒739-0007 0824-22-3351医療法人社団　竹内耳竹内　實 平 5.12. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科医院 東広島市西条土与丸１丁目３－４常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 移転 現存
     ０ (医       1)　竹内　實 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 200125,1074,9 広島県立障害者療育支〒739-0133 082-428-6671広島県知事　湯﨑　英河野　政樹 昭58. 4. 1一般        55病院
     (25,3026,3) 援センター　わかば療東広島市八本松町大字米満１９８常　勤:    4彦 新規 内   精   小  現存
     育園 －１ (医       4) 平28. 4. 1整外 リハ 歯  
     非常勤:   22
     (医      20)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200225,1075,6 寺西診療所 〒739-0041 082-423-8920医療法人稲葉会　理事稲葉　裕 平 9. 6. 1内   循   診療所
     東広島市西条町大字寺家６６５６常　勤:    1長　稲葉　裕 移転 現存
     －１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200325,1077,2 眼科日山医院 〒739-0042 0824-23-7555医療法人社団洞仁会　日山　愛子 平 6. 3. 1眼   診療所
     東広島市西条町大字西条東１２４常　勤:    1理事長　日山　愛子 組織変更 現存
     ３－４ (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200425,1078,0 瀨分内科医院 〒739-0007 0824-23-3808瀬分　典雄 瀨分　典雄 昭61. 5. 1内   他   診療所
     東広島市西条土与丸１－５－５２常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200525,1079,8 志和医院 〒739-0264 0824-33-2228医療法人　志和医院　古玉　健 平12. 6. 1内   小   リハ診療所
     東広島市志和町大字七条椛坂１６常　勤:    1理事長　古玉　健 組織変更 現存
     ４３－１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200625,1080,6 医療法人　田渕皮膚科〒739-0013 0824-22-7255医療法人田渕皮膚科医田渕　富張 平 2. 7. 1皮   診療所
     医院 東広島市西条御条町４－１９ 常　勤:    1院　理事長　田渕　富 組織変更 現存
     (医       1)張 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200725,1082,2 医療法人社団　造賀信〒739-2101 082-436-0100医療法人社団　造賀信氏家　有希 平17. 9. 1内   小   整外診療所
     原医院 東広島市高屋町造賀７３７－２ 常　勤:    1原医院　理事長　氏家 組織変更 現存
     (医       1)　有希 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200825,1085,5 医療法人社団　数佐整〒739-0142 082-428-8321医療法人社団　數佐整数佐　正邦 平 8. 4. 1一般        19診療所
     形外科医院 東広島市八本松東７丁目８－１５常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)数佐　正邦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200925,1086,3 門沢医院 〒739-0047 0824-22-0980門澤　克俊 門澤　克俊 平11. 3. 1内   小   呼  診療所
     東広島市西条下見６丁目１０－４常　勤:    1 移転 胃   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201025,1088,9 藤原内科医院 〒739-0024 0824-22-6262医療法人藤原内科医院藤原　雅親 平 6. 3. 1内   消   循  診療所
     東広島市西条町大字御薗宇２４２常　勤:    1　理事長　藤原　雅親 組織変更 小   リハ 現存
     １－４ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201125,1089,7 坂本クリニック 〒739-2102 0824-34-6610医療法人社団坂本クリ坂本　悟 平 6. 7. 1内   消   外  診療所
     東広島市高屋町大字杵原９５７－常　勤:    1ニック　理事長　坂本 組織変更 放   現存
     １ (医       1)　悟 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201225,1091,3 医療法人社団　さえき〒739-0262 0824-33-3733医療法人社団さえき医佐伯　和利 平 8.11. 1内   外   整外診療所
     医院 東広島市志和町志和東１１９９－常　勤:    1院　理事長　佐伯　和 組織変更 こう 現存
     ４ (医       1)利 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201325,1094,7 門川内科医院 〒739-2121 082-434-6010門川　康彦 門川　康彦 平 4. 4. 1内   胃   小  診療所
     東広島市高屋町大字小谷２９４４常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201425,1095,4 医療法人社団　なんぶ〒739-2121 0824-34-7822医療法人社団　愛心会楠部　滋 平 8. 6. 1内   呼   胃  診療所
     内科医院 東広島市高屋町大字小谷３２５３常　勤:    1　理事長　楠部　滋 組織変更 小   リハ 現存
     －１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201525,1096,2 井野口病院 〒739-0007 082-422-3711社会医療法人千秋会　井藤　久雄 平 4. 6. 1一般       146病院
     東広島市西条土与丸６丁目１－９常　勤:   14理事長　井野口　真吾 組織変更 療養        42療養病床
     １ (医      14) 平28. 6. 1内   呼内 他  現存
     非常勤:   20 脳内 外   整外
     (医      19) 脳外 ひ   リハ
     (歯       1) 病理 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201625,1098,8 高美ケ丘クリニック 〒739-2115 0824-34-8110田渕　水作夫 田渕　水作夫 平 4. 6. 1内   小   皮  診療所
     東広島市高屋高美ケ丘４丁目３３常　勤:    1 新規 放   現存
     －１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201725,1099,6 よこやま産婦人科 〒739-2125 0824-34-7777横山　英紀 横山　英紀 平 5. 2. 1一般         9診療所
     東広島市高屋町大字中島１６８ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201825,1100,2 川中医院 〒739-2103 0824-34-0138川中　武司 川中　武司 平 5. 5. 1内   他   小  診療所
     東広島市高屋町宮領１０３２ 常　勤:    1 新規 小外 皮   アレ現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201925,1101,0 医療法人社団あんず会〒739-2102 0824-34-8811医療法人社団あんず会本田　きょう子 平 8. 9. 1内   小   他  診療所
     　本田クリニック 東広島市高屋町大字杵原１２９２常　勤:    1本田クリニック　理事 組織変更 精   現存
     －１ (医       1)長　本田　きょう子 平29. 9. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202025,1103,6 高美中央クリニック 〒739-2115 0824-34-1128森口　進 森口　進 平 6. 4. 1胃   内   外  診療所
     東広島市高屋高美ケ丘５丁目２－常　勤:    1 新規 小   皮   現存
     １ハーモニー高美 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202125,1104,4 下山記念クリニック 〒739-0041 0824-24-1121医療法人好縁会　理事叶　康司 平 9. 4. 1一般        13診療所
     東広島市西条町寺家７４３２－１常　勤:    3長　下山　直登 移転 療養         6現存
     (医       3) 平30. 4. 1内   他   呼内
     非常勤:    4 アレ 心内 精  
     (医       4) 整外 リハ 脳外
     外   
     他－５件　消化
     器内科、胃腸内
     科、糖尿病内科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202225,1105,1 東広島記念病院 〒739-0002 0824-23-6661医療法人　社団　ヤマ岩橋　充啓 平14.10. 1一般        38病院
     東広島市西条町吉行２２１４番地常　勤:   10ナ会　理事長　山名　 組織変更 内   リウ 呼内現存
     (医      10)二郎 平26.10. 1他   アレ 放  
     非常勤:   22 婦   
     (医      22) 他－循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202325,1107,7 医療法人　大森整形外〒739-0041 0824-23-5885医療法人　大森整形外大森　啓司 平 9.11. 1整外 リハ 診療所
     科 東広島市西条町大字寺家１６３３常　勤:    1科　理事長　大森　啓 組織変更 現存
     (医       1)司 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202425,1109,3 三木医院 〒739-0267 082-433-2501三木　乃慈子 三木　乃慈子 平 7. 2. 1内   小   診療所
     東広島市志和町別府１３２４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202525,1112,7 医療法人社団　二階堂〒739-0025 082-421-1110医療法人社団　二階堂二階堂　寛俊 平10. 4. 1眼   診療所
     眼科 東広島市西条中央３丁目５－３８常　勤:    2眼科　理事長　二階堂 組織変更 現存
     (医       2)　寛俊 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202625,1113,5 医療法人社団　こども〒739-0144 0824-28-1150医療法人社団　こども杉原　雄三 平11. 5. 1小   アレ 診療所
     クリニック八本松 東広島市八本松南２丁目４－１５常　勤:    1クリニック八本松　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　杉原　雄三 平29. 5. 1
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 202725,1116,8 友兼整形外科 〒739-2102 082-439-0777医療法人　尚医会　理友兼　尚之 平11. 4. 1整外 リハ 診療所
     東広島市高屋町杵原１７７１－１常　勤:    1事長　友兼　尚之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202825,1117,6 医療法人社団　川中皮〒739-0005 0824-21-2000医療法人社団　川中皮川中　 雄 平14.11. 1皮   形外 診療所
     フ科形成外科 東広島市西条大坪町２－１５ 常　勤:    1フ科形成外科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　川中　 雄 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202925,1120,0 医療法人社団　にしだ〒739-2102 0824-34-7227医療法人社団　にしだ西田　洋子 平12. 7. 1眼   診療所
     眼科医院 東広島市高屋町大字杵原１３４７常　勤:    1眼科医院　理事長　西 組織変更 現存
     －８ (医       1)田　洋子 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203025,1121,8 わたなべ耳鼻咽喉科医〒739-0014 082-421-3633医療法人　ネット　理渡部　雄二 平11. 4. 1耳い 診療所
     院 東広島市西条昭和町７－１６ 常　勤:    1事長　渡部　雄二 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203125,1123,4 医療法人社団　親心会〒739-2101 0824-30-2020医療法人社団　親心会小西　正治 平13.10. 1一般        12診療所
     　小西脳外科内科医院東広島市高屋町大字造賀２９５７常　勤:    1　小西脳外科内科医院 組織変更 脳外 内   現存
     －１ (医       1)　理事長　小西　正治 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203225,1127,5 石井医院 〒739-0132 0824-20-1411石井　潔 石井　潔 平10. 5. 1内   循   消  診療所
     東広島市八本松町大字正力字中砂常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     田２１４７－２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203325,1129,1 医療法人瑠璃光会　山〒739-0141 0824-27-1110医療法人　瑠璃光会　山田　謙慈 平10. 6. 1脳外 神内 リハ診療所
     田脳神経外科 東広島市八本松町飯田１１１－１常　勤:    1理事長　山田　謙慈 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203425,1130,9 西条中央病院 〒739-0014 0824-23-3050医療法人　青山会　理卜部　祥明 平12.10. 1一般       156病院
     東広島市西条昭和町１２－４０ 常　勤:    8事長　西垣　秀尊 組織変更 療養        29療養病床
     (医       8) 平24.10. 1内   他   呼内現存
     非常勤:   33 外   整外 ひ  
     (医      33) リハ 皮   
     消化器内科、肝
     臓内科、内視鏡
     内科、人工透析
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203525,1133,3 くぼにし小児科・内科〒739-0034 0824-20-2222久保西　一郎 久保西　一郎 平11. 5. 1内   小   アレ診療所
     クリニック 東広島市西条町大沢９８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 203625,1135,8 かなたクリニック 〒739-0024 0824-93-7451金田　鈴江 金田　鈴江 平13. 8. 1精   心内 診療所
     東広島市西条町御薗宇２０４９－常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203725,1136,6 重河眼科　御薗クリニ〒739-0024 0824-93-6111医療法人社団　康貴会今村　尚孝 平12.12. 1眼   診療所
     ック 東広島市西条町御薗宇４４０５番常　勤:    2　理事長　津間本　裕 新規 現存
     地 (医       2)一 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203825,1137,4 医療法人　大和会　西〒739-0025 0824-93-5115医療法人　大和会　理山本　雅子 平15.10. 1外   内   リハ診療所
     条ときわクリニック 東広島市西条中央５丁目４－１ 常　勤:    2事長　山本　篤志 組織変更 他   産婦 現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203925,1138,2 せきとう内科消化器科〒739-0024 0824-93-8551関藤　雅喜 関藤　雅喜 平14. 5. 1内   消   小  診療所
     クリニック 東広島市西条町御薗宇５４８９－常　勤:    1 新規 呼   リハ 現存
     ５ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204025,1140,8 医療法人　社団　まき〒739-2125 0824-91-1751医療法人　社団　まき槇田　隆二 平16.10. 1内   小   アレ診療所
     だクリニック 東広島市高屋町大字中島３１－１常　勤:    2だクリニック　理事長 組織変更 呼   循   消  現存
     ７ (医       2)　槇田　隆二 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204125,1144,0 木阪クリニック 〒739-0011 082-422-2502医療法人社団　博愛会木阪　義彦 平19. 3. 1外   内   他  診療所
     東広島市西条本町１２－２ 常　勤:    1　理事長　木阪　義彦 移転 小   リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204225,1146,5 医療法人　わかみやメ〒739-0006 082-431-6110医療法人わかみやメン若宮　真也 平18. 5. 1心内 精   神内診療所
     ンタルクリニック 東広島市西条上市町５－５　３Ｄ常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　若宮　真也 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204325,1148,1 のぞみ整形外科クリニ〒739-0021 082-422-6000医療法人社団　伯瑛会貴舩　誠二 平17. 9. 1整外 リハ 内  診療所
     ック西条 東広島市西条町助実１１８２－１常　勤:    5　理事長　金田　瑛司 組織変更 現存
     (医       5) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204425,1149,9 すぎた皮ふ科アレルギ〒739-0025 082-493-5533医療法人　康樹会　理杉田　康志 平17. 9. 1皮   アレ 診療所
     ー科 東広島市西条中央７丁目３－４５常　勤:    1事長　杉田　康志 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
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 204525,1150,7 サンクリニック 〒739-0042 082-421-2800医療法人社団　みめぐ中村　雄二 平18.10. 1内   外   他  診療所
     東広島市西条町西条東山崎１２８常　勤:    4み会　理事長　中村　 組織変更 糖尿病内科、腎現存
     １－５ (医       4)雄二 平24.10. 1臓内科、人工透
     析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204625,1153,1 みわこどもクリニック〒739-0042 082-431-4555長坂　美和 長坂　美和 平16. 6. 1小   アレ 診療所
     東広島市西条町西条東１０５１　常　勤:    1 新規 現存
     丸ビル２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204725,1154,9 医療法人社団　三戸ク〒739-0025 082-431-0106医療法人社団　三戸ク三戸　禎光 平16. 7. 1小   診療所
     リニック　みと小児科東広島市西条中央５丁目４－２０常　勤:    1リニック　理事長　三 移転 現存
     医院 (医       1)戸　禎光 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204825,1155,6 なかた内科医院 〒739-0144 082-497-3077中田　嘉夫 中田　嘉夫 平17. 1. 1内   小   診療所
     東広島市八本松南５丁目９－１４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204925,1158,0 東広島市国民健康保険〒739-2207 082-438-0539東広島市長　髙垣　 胡田　通 平17. 2. 7内   ひ   診療所
     小田診療所 東広島市河内町小田２１８２番地常　勤:    1德 その他 現存
     (医       1) 平29. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205025,1159,8 葵の園クリニック 〒739-2208 082-420-7272医療法人社団　葵会　濵﨑　壽 平17. 4. 1内   心内 診療所
     東広島市河内町入野７８４１－２常　勤:    1理事長　新谷　幸義 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205125,1160,6 岡本内科消化器科 〒739-2616 0823-83-1611医療法人　岡本内科消岡本　一馬 平17. 5. 1内   消   診療所
     東広島市黒瀬町兼広１３８ 常　勤:    1化器科　理事長　岡本 組織変更 現存
     (医       1)　一馬 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205225,1161,4 サザンクリニック 〒739-0616 0823-83-6171平野　克壽 平野　克壽 平17. 5. 1内   心内 神  診療所
     東広島市黒瀬町兼広１３７－８ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205325,1164,8 おかだ内科 〒739-0041 082-431-6001岡田　恵美子 岡田　恵美子 平17.11. 1内   循   診療所
     東広島市西条町寺家５４１４－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205425,1165,5 医療法人　かとう小児〒739-0007 082-421-5522医療法人　かとう小児加藤　恭博 平19.10. 1小   アレ 診療所
     科アレルギー科 東広島市西条土与丸５－９－６ 常　勤:    1科アレルギー科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　加藤　恭博 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205525,1167,1 福島眼科クリニック 〒739-0007 082-421-4611福島　伊知郎 福島　伊知郎 平18. 3. 1眼   診療所
     東広島市西条土与丸５－９－３３常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
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 205625,1168,9 久芳診療所 〒739-2303 082-435-2345楠　敬二郎 楠　敬二郎 平18. 4. 1内   外   整外診療所
     東広島市福富町久芳３７９７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205725,1169,7 おの内科クリニック 〒739-2403 0846-46-1213小野　法久 小野　法久 平18.10. 1内   循   診療所
     東広島市安芸津町風早１１１８－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205825,1172,1 むぎ耳鼻咽喉科医院 〒739-0616 0823-83-3387医療法人のぞみ会　理藤原　裕美 平19. 5. 1耳い 診療所
     東広島市黒瀬町兼広１４０番地 常　勤:    1事長　藤原　裕美 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205925,1176,2 松林レディースクリニ〒739-0024 082-493-8600松林　滋 松林　滋 平20. 5.15産   婦   内  診療所
     ック 東広島市西条町御薗宇４２８１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206025,1177,0 山本内科医院 〒739-0041 082-493-7108山本　滋 山本　滋 平20. 5. 1内   他   診療所
     東広島市西条町寺家字後谷３２２常　勤:    1 新規 現存
     ８－２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206125,1178,8 野村脳神経外科クリニ〒739-0616 0823-83-1811医療法人　野村脳神経野村　雅之 平20. 5. 1脳外 リハ 診療所
     ック 東広島市黒瀬町兼広１３７番地 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　野村　雅之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206225,1179,6 たにぐち脳神経外科ク〒739-0011 082-421-7888谷口　栄治 谷口　栄治 平21. 2. 1脳外 神内 診療所
     リニック 東広島市西条本町１２番２号　２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206325,1181,2 東広島整形外科クリニ〒739-0024 082-431-3500医療法人社団　ヤマナ矢野　勝巳 平22. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 東広島市西条町大字御薗宇中組４常　勤:    2会　理事長　山名　二 交代 現存
     ２８１－１ (医       2)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206425,1183,8 悠心療内科 〒739-0011 082-493-7737島﨑　悠子 島﨑　悠子 平22.10. 1心内 精   内  診療所
     東広島市西条本町１２番２号木阪常　勤:    1 新規 現存
     クリニックビル３階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206525,1184,6 高屋よろず内科クリニ〒739-2102 082-491-0028伊東　龍也 伊東　龍也 平23. 4. 1内   他   診療所
     ック 東広島市高屋町杵原１８２６番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206625,1185,3 こまざわ小児科 〒739-0041 082-493-6566医療法人　こまざわ小駒澤　克孝 平23. 5. 1小   アレ 診療所
     東広島市西条町寺家７３７７番地常　勤:    1児科　理事長　駒澤　 組織変更 現存
     (医       1)克孝 平29. 5. 1
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 206725,1186,1 いまじょうクリニック〒739-0005 082-423-3280医療法人いまじょうク今城　雅彦 平23. 5. 1内   産   婦  診療所
     東広島市西条大坪町９－５１ 常　勤:    1リニック　理事長　今 組織変更 現存
     (医       1)城　雅彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206825,1188,7 広大前皮ふ科内科 〒739-0044 082-493-5650医療法人社団康知会　澤木　知子 平23.10. 1皮   内   形外診療所
     東広島市西条町下見４４７１番地常　勤:    1理事長　澤木　知子 組織変更 現存
     ２マンション香月１０３ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206925,1189,5 おかざき泌尿器科 〒739-0015 082-431-3876医療法人　おかざき泌岡﨑　敏也 平23.10. 1ひ   診療所
     東広島市西条栄町１０－３０－２常　勤:    1尿器科　理事長　岡﨑 組織変更 現存
     ０１ (医       1)　敏也 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207025,1192,9 マイクリニック 〒739-0142 082-497-3232医療法人ＭｙＣｌｉｎ入江　秀明 平24.11. 1内   外   他  診療所
     東広島市八本松東三丁目３１番２常　勤:    1ｉｃ　理事長　入江　 組織変更 リハ 現存
     ６号 (医       1)秀明 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207125,1193,7 四季の心クリニック 〒739-0024 082-421-8848佐藤　幸夫 佐藤　幸夫 平25. 4. 1心内 内   精  診療所
     東広島市西条町御薗宇６０３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207225,1196,0 サンクリニックみなが〒739-0023 082-420-6780医療法人社団みめぐみ中村　俊平 平25.12. 1一般         4診療所
     東広島市西条町下三永字向原１０常　勤:    1会　理事長　中村　雄 新規 他   内   現存
     ３５４番地１ (医       1)二 平25.12. 1他－３件　人工
     非常勤:    3 透析内科、腎臓
     (医       3) 内科、糖尿病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207325,1199,4 友安クリニック 〒739-0041 082-422-1900医療法人　友安会　理友安　敏博 平26. 7. 1内   外   リハ診療所
     東広島市西条町寺家字前谷１３１常　勤:    1事長　友安　敏博 移転 現存
     ９番１ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207425,1200,0 加藤耳鼻咽喉科 〒739-2102 082-439-3387医療法人ひまわり會　加藤　隆紹 平27. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     東広島市高屋町杵原１１３５－２常　勤:    1理事長　加藤　隆紹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207525,1201,8 神田医院 〒739-2403 0846-45-0039炭田　澤子 炭田　澤子 平27. 6. 4内   小   診療所
     東広島市安芸津町風早１５２２番常　勤:    1 交代 現存
     地 (医       1) 平27. 6. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 207625,1202,6 ファミリークリニック〒739-2104 082-491-1875医療法人智永会　理事高野　政彦 平28. 6. 1心内 内   小  診療所
     森のくまさん 東広島市高屋町大畠４９９番１８常　勤:    1長　高野　政彦 組織変更 皮   アレ リハ現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1神内 精   他  
     脳神経内科、糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207725,1203,4 みやわき耳鼻咽喉科ク〒739-0011 082-421-8741医療法人　みやわき耳宮脇　浩紀 平28. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     リニック 東広島市西条本町１２番２号２階常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　宮脇　浩紀 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207825,1204,2 かわはらこどもクリニ〒739-0025 082-493-8882川原　竜司 川原　竜司 平28.10. 1小   診療所
     ック 東広島市西条中央７丁目３－４５常　勤:    1 新規 現存
     Ｊランドビル (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207925,1205,9 おかべ皮ふ科 〒739-0011 082-421-5112岡部　勉 岡部　勉 平28.10. 3皮   アレ 診療所
     東広島市西条本町１２－２木阪ク常　勤:    1 移転 現存
     リニックビル２Ｆ (医       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208025,1206,7 じけ駅前内科・糖尿病〒739-0040 082-493-5566小田　賀明 小田　賀明 平29. 4. 1内   診療所
     内科クリニック 東広島市寺家駅前１４番１７号３常　勤:    1 新規 代謝内科、内分現存
     ０１ (医       1) 平29. 4. 1泌内科、糖尿病
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208125,1207,5 にぐま皮ふ科クリニッ〒739-0040 082-431-4112仁熊　利之 仁熊　利之 平29. 4. 1皮   診療所
     ク 東広島市寺家駅前１４番１７号３常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208225,1208,3 かじわら内科循環器科〒739-0036 082-420-2225梶原　真二 梶原　真二 平29. 4. 1内   他   診療所
     東広島市西条町田口２７２１－２常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208325,1209,1 竹仁診療所 〒739-2302 082-435-3100氏家　一尋 氏家　一尋 平29. 3.29内   小   整外診療所
     東広島市福富町下竹仁５０４－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208425,1210,9 寺家内科クリニック 〒739-0041 0824-93-8555医療法人社団　寺家内松原　賢治 平29. 4. 1内   他   診療所
     東広島市西条町寺家６６２１番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 他２　消化器内現存
     １ (医       1)　松原　賢治 平29. 4. 1科、胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208525,1211,7 福富内科外科医院 〒739-2303 082-430-1101医療法人　福富内科外市場　康之 平29. 5. 1内   外   整外診療所
     東広島市福富町久芳１５３９番地常　勤:    1科医院　理事長　市場 組織変更 小   現存
     ２７ (医       1)　康之 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 208625,1212,5 おおくぼ耳鼻咽喉科ク〒739-0040 082-493-5556大久保　剛 大久保　剛 平29. 9. 1耳い 診療所
     リニック 東広島市寺家駅前１４番１７ー２常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208725,1213,3 いとう内科外科クリニ〒739-2402 0846-46-1122医療法人坂本会　理事河野　博光 平29. 9. 1内   外   診療所
     ック 東広島市安芸津町三津４２０９の常　勤:    1長　坂本　智則 新規 現存
     ９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208825,1214,1 白い風診療所 〒739-0269 082-433-4976杉山　晃一 杉山　晃一 平29.10. 1内   診療所
     東広島市志和町志和堀５５４－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208925,1215,8 西条心療クリニック 〒739-0043 082-421-1480医療法人三永会　理事岩本　泰行 平30. 2. 3心内 精   神内診療所
     東広島市西条西本町２８番３０号常　勤:    1長　山崎　正数 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 3
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209025,1216,6 のぞみ整形外科クリニ〒739-0041 082-424-0009医療法人社団　伯瑛会岡　伸一 平30. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック寺家 東広島市西条町寺家４７２０ 常　勤:    1　理事長　金田　瑛司 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209125,1217,4 うたのはら整形外科ク〒739-0041 082-493-8130医療法人社団成和会　歌野原　慎一 平30. 4.16整外 リハ 診療所
     リニック 東広島市西条町寺家５２８４番地常　勤:    1理事長　歌野原　慎一 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209225,1218,2 佐々木医院 〒739-0151 082-429-0255佐々木　正太 佐々木　正太 平30. 4. 1内   他   呼内診療所
     東広島市八本松町原６７６９ 常　勤:    2 交代 他２：循環器内現存
     (医       2) 平30. 4. 1科、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209325,1219,0 そね内科クリニック 〒739-0024 082-426-6855曽根　岐仁 曽根　岐仁 平30. 5. 1内   循   診療所
     東広島市西条町御薗宇４２８１－常　勤:    1 新規 現存
     １東広島クリニックビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209425,1220,8 こばやし整形外科クリ〒739-2613 0823-83-0101小林　健二 小林　健二 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     ニック 東広島市黒瀬町楢原７８８－１番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209525,1221,6 ゆかわ脳神経外科クリ〒739-0007 082-493-6177医療法人　ゆかわ脳神湯川　修 平30. 4. 1脳外 神内 内  診療所
     ニック 東広島市西条土与丸五丁目９番３常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 現存
     ４号 (医       1)事長　湯川　修 平30. 4. 1
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 209625,1222,4 川口内科クリニック 〒739-0025 082-422-3518医療法人川口内科クリ川口　稔 平30. 5. 1内   リハ 他  診療所
     東広島市西条中央七丁目１番１７常　勤:    1ニック　理事長　川口 組織変更 他２：消化器内現存
     号 (医       1)　稔 平30. 5. 1科、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209727,1001,8 広島県厚生農業協同組〒738-8503 0829-36-3111広島県厚生農業協同組藤本　吉範 昭50.10.31一般       561病院
     (27,3003,8) 合連合会　廣島総合病廿日市市地御前１丁目３－３ 常　勤:   98合連合会　代表理事理 交代 内   呼内 神内現存
     院 (医      95)事長　岡田　仁志 平29.10.31精   心内 小  
     (歯       3) 外   整外 形外
     非常勤:   37 脳外 呼外 心外
     (医      37) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   歯外 麻  
     病理 他   
     他、２０件あり
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209827,1003,4 勝谷医院 〒738-0015 0829-31-0350医療法人社団一紀会　勝谷　一則 平 5. 2. 1内   消   循  診療所
     廿日市市本町７－３９ 常　勤:    1理事長　勝谷　一則 組織変更 小   放   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209927,1005,9 医療法人薫風会　田辺〒738-0011 0829-32-1135医療法人薫風会　理事田邉　賢 平 6. 7. 1内   呼   消  診療所
     医院 廿日市市駅前１１－３ 常　勤:    2長　田邉　賢 組織変更 循   小   放  現存
     (医       2) 平30. 7. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210027,1008,3 長谷川医院 〒738-0013 0829-31-0744医療法人　長谷川医院長谷川　健司 平 6. 9. 1内   呼   胃  診療所
     廿日市市廿日市１丁目７－５ 常　勤:    1　理事長　長谷川　健 移転 循   リハ 現存
     (医       1)司 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210127,1010,9 勝谷・小笠原クリニッ〒738-0042 0829-36-0262医療法人地御前勝谷医小笠原　英敬 平 9. 3. 1内   脳外 診療所
     ク 廿日市市地御前２丁目１０－２２常　勤:    1院　理事長　小笠原　 移転 現存
     (医       1)英敬 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210227,1012,5 医療法人社団　江川レ〒738-0015 0829-31-0461医療法人社団江川レデ江川　健士 平 8. 3. 1一般        18診療所
     ディースクリニック 廿日市市本町５－１８ 常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)事長　江川　健士 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210327,1014,1 石田眼科医院 〒738-0014 0829-31-0850石田　尚史 石田　尚史 昭54. 3.22眼   診療所
     廿日市市住吉１丁目４－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.22
     非常勤:    1
     (医       1)
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 210427,1016,6 亀田医院 〒738-0034 0829-39-2351亀田　節 亀田　節 平 9. 3. 4内   消   診療所
     廿日市市宮内１５０９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210527,1023,2 医療法人社団　内藤内〒738-0001 0829-32-8626医療法人社団　内藤内内藤　正司 平12. 9. 1内   他   脳内診療所
     科医院 廿日市市佐方４丁目８－３１ 常　勤:    1科医院　理事長　内藤 組織変更 他３件　胃腸内現存
     (医       1)　正司 平24. 9. 1科、循環器内科
     非常勤:    1 、糖尿病内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210627,1024,0 小山整形外科医院 〒738-0006 0829-32-5100小山　幹夫 小山　幹夫 平20.10. 1整外 リハ 診療所
     廿日市市大東１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210727,1029,9 小田耳鼻咽喉科医院 〒738-0034 0829-39-7722小田　道夫 小田　道夫 昭54. 3.27耳い 気食 診療所
     廿日市市宮内７２８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210827,1030,7 医療法人社団　とうげ〒738-0015 0829-32-6220医療法人社団とうげ外藤解　堯文 平 6. 3. 1外   こう 他  診療所
     外科・胃腸科 廿日市市本町６－２ 常　勤:    2科・胃腸科　理事長　 組織変更 整外 麻   現存
     (医       2)藤解　堯文 平30. 3. 1内視鏡内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210927,1031,5 吉田内科・胃腸科医院〒738-0054 0829-36-3666吉田　晋一 吉田　晋一 平 4.12. 1内   胃   診療所
     廿日市市阿品１丁目７－１４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211027,1033,1 村上内科医院 〒738-0053 0829-39-1666村上　誠治 村上　誠治 昭58. 1. 1内   循   診療所
     廿日市市阿品台１丁目１２－２８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211127,1034,9 きむら内科・小児科医〒738-0053 0829-39-2238医療法人ピー・エイチ木村　泰博 平 4. 7. 1内   消胃 小  診療所
     院 廿日市市阿品台４丁目１７－３１常　勤:    1・イー　理事長　木村 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1)　泰博 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211227,1037,2 平田内科小児科医院 〒738-0053 0829-39-1155平田　文孝 平田　文孝 昭58. 4. 1一般         9診療所
     廿日市市阿品台４丁目１－２６ 常　勤:    2 新規 内   小   皮  現存
     (医       2) 平28. 4. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 211327,1038,0 望月整形外科 〒738-0034 0829-39-1100医療法人社団さつき会望月　昭 平元. 8. 1整外 リハ 診療所
     廿日市市宮内８５７－１ 常　勤:    1望月整形外科　理事長 組織変更 療養病床
     (医       1)　望月　昭 平28. 8. 1 休止
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211427,1039,8 今田眼科医院 〒738-0053 0829-38-1771今田　直基 今田　直基 昭61.11. 1眼   診療所
     廿日市市阿品台４丁目１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211527,1040,6 井村眼科医院 〒738-0012 0829-32-7500井村　卓雄 井村　卓雄 平 9. 2. 1眼   診療所
     廿日市市天神５－１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211627,1043,0 医療法人あかね会　阿〒738-0054 0829-36-5050医療法人あかね会　理今津　通教 昭62. 9. 1療養       219病院
     品土谷病院 廿日市市阿品４丁目５１－１ 常　勤:    6事長　土谷　晋一郎 新規 内   循   外  療養病床
     (医       6) 平29. 9. 1リハ 放   現存
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211727,1045,5 中尾医院 〒738-0012 0829-32-2255中尾　精治 中尾　精治 昭62.10. 1内   消   循  診療所
     廿日市市天神２－１７ 常　勤:    1 新規 小   放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211827,1046,3 半明内科クリニック 〒738-0034 0829-39-0111医療法人社団晃和会　半明　晃二 平 3. 5. 1内   呼   胃  診療所
     廿日市市宮内４－１０－２３ 常　勤:    1理事長　半明　晃二 組織変更 循   リハ アレ現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211927,1047,1 ひさまつ産婦人科医院〒738-0034 0829-39-1131医療法人準和会　理事久松　和寛 平16. 8. 1一般         7診療所
     廿日市市宮内１４４８－１ 常　勤:    1長　久松　和寛 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212027,1049,7 石津皮ふ科医院 〒738-0042 0829-36-5512石津　謙治 石津　謙治 平元. 8. 1皮   診療所
     廿日市市地御前１丁目４－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212127,1051,3 廿日市野村病院 〒738-0034 0829-38-2111医療法人　みやうち　好川　基大 平 4. 9. 1一般        34病院
     廿日市市宮内字佐原田４２０９－常　勤:    2理事長　野村　陽平 組織変更 療養        68療養病床
     ２ (医       2) 平28. 9. 1内   精   神内現存
     非常勤:   30 他   リハ 放  
     (医      30) 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212227,1052,1 せいこう胃腸科・外科〒738-0001 0829-32-0070清光　六郎 清光　六郎 平 2. 7. 1胃   循   外  診療所
     医院 廿日市市佐方５６２－２ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212327,1054,7 医療法人社団　仁愛内〒738-0042 0829-36-3100医療法人社団　仁愛内今川　勝 平 7. 6. 1内   消   循  診療所
     科医院 廿日市市地御前３丁目１８－９ 常　勤:    2科医院　理事長　今川 組織変更 小   現存
     (医       2)　勝 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212427,1056,2 石橋クリニック 〒738-0033 0829-32-5206石橋　不可止 石橋　不可止 平11.11. 1内   診療所
     廿日市市串戸１丁目９－４１－２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212527,1057,0 小林内科泌尿器科医院〒738-0035 0829-38-5150小林　勲勇 小林　勲勇 平 3. 6. 1内   ひ   診療所
     廿日市市宮園３丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212627,1058,8 明石内科クリニック 〒738-0002 0829-32-1911明石　陽三郎 明石　陽三郎 平 4. 4. 1内   他   呼内診療所
     廿日市市山陽園８－１９ステイツ常　勤:    2 新規 リハ 現存
     野村１階 (医       2) 平28. 4. 1消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科、緩和ケ
     ア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212727,1060,4 かぎもと内科・皮フ科〒738-0013 0829-31-3831鍵本　正明 鍵本　正明 平 5.12. 1内   消   形外診療所
     ・形成外科 廿日市市廿日市２丁目７－２６ 常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212827,1061,2 アマノリハビリテーシ〒738-0060 0829-37-0800医療法人ハートフル　川上　恭司 平12. 4. 1療養       120病院
     ョン病院 廿日市市陽光台５－９ 常　勤:    7理事長　福田　純子 移転 内   循   リハ療養病床
     (医       6) 平30. 4. 1放   心内 神  現存
     (薬       1) 精   皮   小  
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212927,1062,0 四季が丘クリニック 〒738-0036 0829-39-5005奥　純一 奥　純一 平19. 9. 1内   消   外  診療所
     廿日市市四季が丘５丁目１３－７常　勤:    1 移転 胃   アレ 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213027,1063,8 山根クリニック 〒738-0034 0829-38-5177山根　基 山根　基 平 6. 7. 1内   呼   消胃診療所
     廿日市市宮内１５２８－１０ 常　勤:    1 新規 外   こう リハ現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 213127,1064,6 なかごう内科 〒738-0026 0829-38-2210中郷　実雄 中郷　実雄 平 6. 8. 1内   消   皮  診療所
     廿日市市上平良字伴丈木１４４－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213227,1066,1 医療法人社団裕仁会　〒738-0033 0829-20-1212医療法人社団裕仁会　斉藤　裕次 平12. 4. 1脳外 神内 内  診療所
     斉藤脳外科クリニック廿日市市串戸２丁目１７－５ 常　勤:    1斉藤脳外科クリニック 組織変更 精   リハ 現存
     (医       1)　理事長　斉藤　裕次 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213327,1067,9 医療法人社団　小池皮〒738-0034 0829-39-2030医療法人社団　小池皮小池　俊一 平14. 5. 1皮   診療所
     フ科医院 廿日市市宮内字北山１０５７番地常　勤:    1フ科医院　理事長　小 組織変更 現存
     １ (医       1)池　俊一 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213427,1068,7 さくらクリニック 〒738-0034 0829-39-2201吉原　辰也 吉原　辰也 平 8. 8. 1内   胃   外  診療所
     廿日市市宮内針田１４９２－１ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213527,1069,5 たなべ小児科 〒738-0027 0829-20-1234田辺　道子 田辺　道子 平 8.12. 1小   診療所
     廿日市市平良山手１１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213627,1070,3 じごぜんクリニック 〒738-0042 0829-20-3355金広　啓一 金広　啓一 平11. 7. 1循   内   呼  診療所
     廿日市市地御前３丁目１６－２０常　勤:    1 新規 アレ 外   消  現存
     (医       1) 平29. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213727,1071,1 さいとう眼科 〒738-0033 0829-34-1750医療法人　さいとう眼齋藤　友哉 平13.10. 1眼   診療所
     廿日市市串戸２丁目２０－１ 常　勤:    1科　理事長　齋藤　友 組織変更 現存
     (医       1)哉 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213827,1072,9 松田整形外科 〒738-0033 0829-34-1800松田　了聡 松田　了聡 平12. 4. 1整外 診療所
     廿日市市串戸２－１７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213927,1073,7 佐藤皮ふ科クリニック〒738-0033 0829-34-3400佐藤　茂樹 佐藤　茂樹 平19. 7.19皮   診療所
     廿日市市串戸２－１７－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214027,1074,5 あまのクリニック 〒738-0033 0829-31-5151医療法人ハートフル　福田　裕恭 平12. 4. 1内   リハ 心内診療所
     廿日市市串戸５丁目１－３７ 常　勤:    1理事長　福田　純子 新規 神   神内 放  現存
     (医       1) 平30. 4. 1精   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 214127,1075,2 廿日市記念病院 〒738-0060 0829-20-2300社会医療法人　清風会浅野　拓 平12. 6. 1一般        24病院
     廿日市市陽光台５丁目１２ 常　勤:    6　理事長　梶原　四郎 新規 療養       102療養病床
     (医       6) 平30. 6. 1脳外 内   外  現存
     非常勤:   10 呼内 リハ 他  
     (医      10) 他－循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214227,1078,6 廿日市市休日・夜間急〒738-8512 0829-20-1011廿日市市長　眞野　勝山根　基 平14. 4. 1内   外   診療所
     患診療所 廿日市市新宮１丁目１３－１ 常　勤:    3弘 新規 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:   74
     (医      74)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214327,1081,0 医療法人　玉川クリニ〒738-0034 0829-37-2111医療法人　玉川クリニ玉川　孝太郎 平18. 5. 1内   アレ 呼  診療所
     ック 廿日市市宮内４３１１－５ 常　勤:    1ック　理事長　玉川　 組織変更 現存
     (医       1)孝太郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214427,1082,8 かとうレディースクリ〒738-0054 0829-36-0135加藤　浩二 加藤　浩二 平16. 8. 1婦   産   診療所
     ニック 廿日市市阿品３丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214527,1083,6 しげの整形外科スポー〒738-0054 0829-20-3333医療法人社団　重野ク重野　陽一 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ツクリニック 廿日市市阿品３丁目１－６ 常　勤:    1リニック　理事長　重 組織変更 現存
     (医       1)野　陽一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214627,1085,1 アイビー眼科 〒738-0034 0829-37-3030医療法人社団　アイビ田中　民江 平20. 4. 1眼   診療所
     廿日市市宮内４３１１－５ 常　勤:    1ー眼科　理事長　田中 組織変更 現存
     (医       1)　民江 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214727,1087,7 むつかど内科呼吸器科〒738-0054 0829-36-2100陸門　靖 陸門　靖 平17. 4. 1内   呼   循  診療所
     廿日市市阿品３－１－６ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214827,1088,5 河村小児科 〒738-0026 0829-37-4153河村　隆 河村　隆 平17.10. 1小   診療所
     廿日市市上平良３５８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214927,1089,3 ひらた耳鼻咽喉科アレ〒738-0012 0829-34-3828平田　思 平田　思 平17.12. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科 廿日市市天神１２－７クレアーレ常　勤:    1 新規 現存
     ヴェント天神ビル２Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215027,1092,7 網本内科消化器科医院〒738-0025 0829-34-3434網本　達也 網本　達也 平18.11. 1内   消   診療所
     廿日市市平良２丁目１０－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
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 215127,1093,5 重症児・者福祉医療施〒738-0031 0829-38-3333社会福祉法人　三篠会梶本　照穂 平19. 4. 1一般        60病院
     設　原 廿日市市原９２６番地の１ 常　勤:    3　理事長　酒井　亮介 新規 小   内   療養病床
     (医       3) 平25. 4. 1 現存
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215227,1095,0 わたなべ眼科 〒738-0034 0829-38-1233渡邊　渉 渡邊　渉 平19. 6. 4眼   診療所
     廿日市市宮内４丁目１１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215327,1097,6 みたに泌尿器科クリニ〒738-0023 0829-31-5000三谷　信二 三谷　信二 平20. 6. 1ひ   診療所
     ック 廿日市市下平良１丁目３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215427,1098,4 えだひろ内科成人病ク〒738-0023 0829-31-1700枝 　徹 枝 　徹 平20. 7. 8外   内   リハ診療所
     リニック 廿日市市下平良１丁目３－３６　常　勤:    1 新規 麻   他   現存
     有信廿日市ビル３０２ (医       1) 平26. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215527,1099,2 ふじかわ心療内科クリ〒738-0023 0829-34-0035藤川　徳美 藤川　徳美 平20.10. 1心内 神内 精  診療所
     ニック 廿日市市下平良１丁目３－３６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215627,1101,6 かめよし皮ふ科・アレ〒738-0054 0829-36-1239亀好　良一 亀好　良一 平21. 4.22皮   アレ 診療所
     ルギー科 廿日市市阿品三丁目１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215727,1102,4 鼻岡内科医院 〒738-0034 0829-39-6555鼻岡　浩 鼻岡　浩 平21. 2.26内   小   他  診療所
     廿日市市宮内１丁目１０－２０ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215827,1103,2 わき小児科医院 〒738-0023 0829-34-0207脇　千明 脇　千明 平21. 5.11小   診療所
     廿日市市下平良１丁目３－３６　常　勤:    1 新規 現存
     有信廿日市ビル３階 (医       1) 平27. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215927,1106,5 八幡クリニック 〒738-0033 0829-32-8118八幡　浩 八幡　浩 平22. 4. 1内   外   リハ診療所
     廿日市市串戸４丁目１３番２４号常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 216027,1107,3 医療法人社団　清流会〒738-0024 0829-32-8303医療法人社団　清流会永井　賢一 平23. 1. 1一般        14診療所
     　双樹クリニック 廿日市市新宮二丁目１番１５号 常　勤:    2　理事長　永井　賢一 移転 内   リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216127,1108,1 小浦眼科 〒739-0411 0829-56-0011医療法人裕圭会　理事小浦　裕治 平23. 4. 1眼   診療所
     廿日市市宮島口一丁目１４番２８常　勤:    1長　小浦　裕治 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216227,1110,7 医療法人　おおさき小〒738-0054 0829-20-3131医療法人　おおさき小大崎　秀 平23. 6. 1小   診療所
     児クリニック 廿日市市阿品三丁目１番６号 常　勤:    1児クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　大崎　秀 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216327,1112,3 医療法人　たに内科ク〒738-0042 0829-20-3711医療法人　たに内科ク谷　洋 平24. 4. 1内   他   診療所
     リニック 廿日市市地御前１丁目２－２２ 常　勤:    1リニック　理事長　谷 組織変更 他－胃腸内科 現存
     (医       1)　洋 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216427,1113,1 宮島クリニック 〒739-0588 0829-44-1770医療法人宮島クリニッ尾形　徹 平24. 5. 1内   外   診療所
     廿日市市宮島町１１８５－１ 常　勤:    1ク　理事長　尾形　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216527,1114,9 玖島診療所 〒738-0205 医療法人　恵林会　理益田　厚 平24.11. 1内   小   診療所
     廿日市市玖島４３６８番地 常　勤:    1事長　益田　厚 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216627,1118,0 大田整形外科 〒738-0013 0829-31-6211医療法人　大田整形外大田　政史 平26. 5. 1整外 リハ 皮  診療所
     廿日市市廿日市２丁目５－９ 常　勤:    1科　理事長　大田政史 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216727,1119,8 広島生活習慣病・がん〒739-0422 0829-56-5505医療法人社団ヤマナ会松橋　一雄 平27. 3. 1内   呼内 他  診療所
     健診所大野 廿日市市大野字早時３４０６－５常　勤:    1　理事長　山名　二郎 新規 婦   放   リウ現存
     (医       1) 平27. 3. 1循環器内科、消
     非常勤:    7 化器内科、内視
     (医       7) 鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216827,1120,6 あわや内科クリニック〒738-0001 0829-34-0288医療法人あわや内科ク粟屋　浩一 平27. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     廿日市市佐方４丁目４番１３号 常　勤:    1リニック　理事長　粟 組織変更 リハ 小   現存
     (医       1)屋　浩一 平27. 4. 1循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 216927,1121,4 かわごえクリニック 〒738-0034 0829-37-3859河越　宏之 河越　宏之 平27. 6. 1整外 リハ 診療所
     廿日市市宮内１０８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217027,1123,0 医療法人ハンス　宮内〒738-0034 0829-37-1188医療法人ハンス　理事内海　兆郎 平27.10. 7整外 内   外  診療所
     総合クリニック 廿日市市宮内１０７２番１ 常　勤:    2長　長井　敏弘 新規 リハ 麻   心内現存
     (医       2) 平27.10. 7精   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217127,1124,8 松浦内科医院 〒738-0024 0829-31-0752医療法人松浦内科医院松浦　上 平27.10. 1内   診療所
     廿日市市新宮一丁目１３番２４号常　勤:    2　理事長　松浦　上 組織変更 循環器内科 現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217227,1125,5 松本クリニック 〒739-0401 0829-56-4530医療法人廿日市松本ク松本　春樹 平27.11. 1内   麻   診療所
     廿日市市福面三丁目１番２０号 常　勤:    2リニック　理事長　松 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2)本　春樹 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217327,1126,3 にこにこクリニック 〒739-0481 0829-56-4752加藤　礼子 加藤　礼子 平27.12. 1内   放   小  診療所
     廿日市市大野７３２番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217427,1127,1 串戸心療クリニック 〒738-0033 0829-30-6014医療法人社団友和会　青森　和俊 平28. 1. 1心内 精   診療所
     廿日市市串戸四丁目２番１６号 常　勤:    1理事長　末田　格 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217527,1128,9 みずの耳鼻咽喉科 〒738-0033 0829-34-3110医療法人なごみ会　理水野　一志 平28. 6. 1耳い 診療所
     廿日市市串戸四丁目１４番１４号常　勤:    1事長　水野　一志 組織変更 現存
     ２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217627,1129,7 大野キッズ・ファミリ〒739-0437 0829-55-3021医療法人大野キッズ・田邊　誉広 平28. 6. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 廿日市市大野中央五丁目１番４３常　勤:    1ファミリークリニック 組織変更 現存
     号 (医       1)　理事長　田邊　誉広 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217727,1130,5 大野東クリニック 〒739-0403 0829-56-1121医療法人社団　清逸会日地　正典 平29. 4. 1内   神内 他  診療所
     廿日市市大野下更地１８０９－９常　勤:    1　理事長　日地　正典 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1老年内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 217827,1131,3 廿日市市吉和診療所 〒738-0301 0829-77-2780廿日市市長　眞野　勝吉川　仁 平29. 4. 1内   歯   診療所
     (27,3073,1) 廿日市市吉和１７７１番地１ 常　勤:    1弘 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217927,1132,1 はつかいち乳腺クリニ〒738-0033 0829-34-1001川渕　義治 川渕　義治 平30. 4. 1他   診療所
     ック 廿日市市串戸４丁目１４－１４ 常　勤:    1 新規 他１：乳腺外科現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218027,1133,9 田口脳心臓血管クリニ〒738-0054 0829-30-7788医療法人　田口脳心臓田口　隆浩 平30. 4. 1脳外 心外 他  診療所
     ック 廿日市市阿品三丁目２番１８号 常　勤:    2血管クリニック　理事 組織変更 神内 内   外  現存
     (医       2)長　田口　治義 平30. 4. 1他１：循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218127,1134,7 宮河小児科医院 〒738-0015 0829-31-1703医療法人宮河小児科医宮河　真一郎 平30. 5. 1小   診療所
     廿日市市本町５番１２号 常　勤:    2院　理事長　宮河　真 組織変更 現存
     (医       2)一郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218229,1002,2 医療法人社団　芸南ク〒737-2211 0823-57-3705医療法人社団　芸南ク平賀　伸彦 平17. 9. 1内   外   他  診療所
     リニック 江田島市大柿町柿浦９９１－１ 常　勤:    1リニック　理事長　平 組織変更 現存
     (医       1)賀　伸彦 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218329,1003,0 秋月診療所 〒737-2131 0823-42-0235青木　早苗 青木　早苗 平18. 9. 1内   皮   小  診療所
     江田島市江田島町秋月２丁目６－常　勤:    1 移転 外   現存
     １５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218429,1004,8 澤医院 〒737-2215 0823-57-2003澤　裕幸 澤　裕幸 平18. 9. 1一般        18診療所
     江田島市大柿町小古江６６８－２常　勤:    2 その他 外   内   呼外現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218529,1007,1 深江長坂医院 〒737-2214 0823-57-2036医療法人壽邦会　理事長坂　邦子 平26.11. 1内   小   呼内診療所
     江田島市大柿町深江９６３番地１常　勤:    2長　長坂　邦子 組織変更 皮   耳い 現存
     (医       2) 平26.11. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 218629,1008,9 島の病院おおたに 〒737-2301 0823-45-0303医療法人社団　大谷会大谷　まり 平29. 3. 1療養 病院
     江田島市能美町中町４７１１ 常　勤:    6　理事長　大谷　宏明 移転     療養    96現存
     (医       6) 平29. 3. 1整外 外   リウ
     非常勤:   16 リハ 内   小  
     (医      16) ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218729,1009,7 水口医院 〒737-2122 0823-42-0018水口　太郎 水口　太郎 平29.10. 1内   診療所
     江田島市江田島町中央二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218829,1010,5 幸田医院 〒737-2211 0823-45-0303医療法人社団大谷会　安井　大介 平29.10. 1内   小   診療所
     江田島市大柿町柿浦２０７６－９常　勤:    1理事長　大谷　宏明 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218931,1014,3 医療法人社団　仁風会〒737-2122 0823-42-1121医療法人社団　仁風会青木　博美 昭59.11. 1療養        78病院
     　青木病院 江田島市江田島町中央４丁目１７常　勤:    6　理事長　青木　博美 組織変更 内   外   整外療養病床
     －１０ (医       6) 平29.11. 1皮   ひ   眼  現存
     非常勤:   12 耳い リハ 他  
     (医      12) 他１件－腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219031,1033,3 室尾　林医院 〒737-1377 0823-54-0200医療法人社団　林医院林　英紀 平12.12. 1一般         3診療所
     呉市倉橋町室尾字浜の庄１１８９常　勤:    1　理事長　林　英紀 組織変更 療養        16現存
     ７－２６ (医       1) 平24.12. 1整外 内   外  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219131,1035,8 医療法人社団春風会　〒737-1377 0823-54-0316医療法人社団春風会　西亀　元視 平12. 5. 1一般         8診療所
     西亀診療院 呉市倉橋町１１８２４ 常　勤:    1理事長　西亀　元視 組織変更 内   呼   外  現存
     (医       1) 平30. 5. 1消   循   皮  
     眼   耳い 心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219231,1044,0 宗盛医院 〒731-4214 082-854-1111宗盛　修 宗盛　修 平18. 9.17内   放   診療所
     安芸郡熊野町中溝４丁目１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 219331,1047,3 医療法人社団　むらい〒737-1202 0823-52-2268医療法人社団　むらい村井　博 平 4. 1. 1内   呼内 アレ診療所
     内科クリニック　むら呉市音戸町引地１丁目５－６０ 常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 リウ 現存
     い内科クリニック (医       2)長　村井　博 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219431,1048,1 医療法人社団　はまゆ〒737-1204 0823-52-2215医療法人社団　はまゆ黒澤　靖郎 平元.10. 1内   小   診療所
     う会　黒澤医院 呉市音戸町北隠渡１丁目６－３ 常　勤:    1う会　黒澤医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　黒澤　靖郎 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219531,1053,1 医療法人社団　向日葵〒737-1214 0823-56-0508医療法人社団　向日葵角　 一郎 昭63.11. 1一般        19診療所
     会　角医院 呉市音戸町藤脇２丁目１９－３ 常　勤:    2会　理事長　角　 一 組織変更 内   小   現存
     (医       2)郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219631,1056,4 医療法人社団　河野診〒737-1203 0823-52-2277医療法人社団　河野診河野　正二郎 平 3. 8. 1内   小   ひ  診療所
     療所 呉市音戸町鰯浜２丁目３－３１ 常　勤:    1療所　理事長　河野　 組織変更 現存
     (医       1)正二郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219731,1065,5 一般財団法人　広島結〒737-0303 0823-65-2345一般財団法人　広島結 中　建 昭32.11. 1療養        70病院
     核予防協会　住吉浜病呉市　下蒲刈町下島　２４９８ 常　勤:    1核予防協会　代表理事 新規 内   呼   放  療養病床
     院 (医       1)　 中　建 平29.11. 1 現存
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219831,1077,0 豊田内科医院 〒731-4314 082-885-0280豊田　敏秀 豊田　敏秀 平11. 9. 1内   診療所
     安芸郡坂町坂西１丁目４－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219931,1083,8 医療法人社団　吉田会〒737-2126 0823-42-1100医療法人社団　吉田会吉田　昌平 昭51. 9. 1精神       131病院
     　吉田病院 江田島市江田島町津久茂２丁目６常　勤:    3　理事長　吉田　玲夫 組織変更 内   精   神  現存
     －２ (医       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220031,1091,1 医療法人社団田中医院〒737-1217 0823-52-2771医療法人社団　田中医田中　理伸 平 3. 5. 1内   小   診療所
     呉市音戸町渡子２丁目２７－３ 常　勤:    1院　理事長　田中　理 組織変更 現存
     (医       1)伸 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220131,1097,8 梶山医院 〒731-4227 082-854-2771梶山　浩史 梶山　浩史 平 7.12.14内   他   診療所
     安芸郡熊野町貴船１８番１６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 220231,1109,1 医療法人社団　仁井谷〒737-1206 0823-52-1200医療法人社団　仁井谷仁井谷　邦彦 平 3. 2. 1外   整外 内  診療所
     医院 呉市音戸町高須３丁目７－２ 常　勤:    1医院　理事長　仁井谷 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       1)　邦彦 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220331,1110,9 藤田小児科医院 〒731-4213 082-854-0707藤田　悟 藤田　悟 昭58. 5. 1小   診療所
     安芸郡熊野町萩原六丁目２６番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220431,1111,7 医療法人社団　めぐみ〒737-2111 0823-44-1156医療法人社団　めぐみ森藤　清輝 平 5. 9. 1一般         9診療所
     会　森藤医院 江田島市江田島町切串２丁目１７常　勤:    2会　理事長　森藤　清 組織変更 療養        10療養病床
     －１０ (医       2)輝 平29. 9. 1内   小   外  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220531,1113,3 大瀬戸内科 〒731-4221 082-854-8585大瀬戸　隆 大瀬戸　隆 昭59.12. 1内   小   診療所
     安芸郡熊野町出来庭２丁目１８－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220631,1114,1 一般財団法人　広島結〒737-0402 0823-66-1054一般財団法人　広島結加藤　幹 平11. 3. 1内   診療所
     核予防協会　住吉浜病呉市蒲刈町大浦７９３ 常　勤:    1核予防協会　理事長　 移転 現存
     院附属大浦診療所 (医       1)吉中　建 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220731,1115,8 医療法人社団　石井ク〒737-1205 0823-51-2201医療法人社団　石井ク石井　修 平 6. 2. 1外   内   整外診療所
     リニック 呉市音戸町南隠渡１丁目５－１４常　勤:    2リニック　理事長　石 組織変更 リハ 皮   現存
     (医       2)井　修 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220831,1118,2 広島県立総合精神保健〒731-4311 082-884-1051広島県知事　湯﨑　英佐伯　真由美 昭62. 8. 1精   診療所
     福祉センター 安芸郡坂町北新地２丁目３－７７常　勤:    3彦 新規 現存
     (医       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220931,1119,0 済生会広島病院 〒731-4311 082-884-2566社会福祉法人恩賜財団隅井　浩治 昭62.10. 1一般       312病院
     安芸郡坂町北新地２－３－１０ 常　勤:   27　済生会支部　広島県 新規 内   心内 精  現存
     (医      27)済生会　支部長　隅井 平29.10. 1他   小   外  
     非常勤:   55　浩治 整外 形外 脳外
     (医      55) ひ   眼   リハ
     放   麻   
     消化器内科、循
     環器内科、呼吸
     器内科、腫瘍内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［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   247 頁

 221031,1121,6 医療法人社団　森本医〒737-1377 0823-56-2225医療法人社団　森本医森本　忠雄 平 7.12. 1ひ   他   内  診療所
     院 呉市倉橋町７３８２－２ 常　勤:    1院　理事長　森本　忠 組織変更 呼内 現存
     (医       1)雄 平28.12. 1他２件　移植外
     非常勤:    2 科、人工透析内
     (医       2) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221131,1122,4 医療法人社団　新宮会〒731-4211 082-854-7050医療法人社団　新宮会倉田　光晴 平11. 9. 1外   内   胃  診療所
     　倉田医院 安芸郡熊野町新宮一丁目５番１３常　勤:    1　理事長　倉田　光晴 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221231,1125,7 三登医院 〒731-4314 082-885-0037三登　栄子 三登　栄子 平 3. 4. 1内   診療所
     安芸郡坂町坂西１丁目６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221331,1127,3 酒井耳鼻咽喉科皮ふ科〒731-4213 082-855-2629医療法人　酒井医院　酒井　利忠 平11. 4. 1耳い 皮   アレ診療所
     医院 安芸郡熊野町萩原２丁目２－８ 常　勤:    2理事長　酒井　利忠 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221431,1128,1 黒澤波多見診療所 〒737-1207 0823-52-1118黒澤　逸郎 黒澤　逸郎 平 6. 4. 1内   診療所
     呉市音戸町波多見５丁目１６－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221531,1131,5 医療法人　豊田レディ〒731-4223 082-855-1913医療法人　豊田レディ豊田　紳敬 平17.10. 1他   産婦 診療所
     ースクリニック 安芸郡熊野町川角四丁目３０番１常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 他－女性内科 現存
     号 (医       1)長　豊田　紳敬 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221631,1132,3 クリニックたなべ整形〒731-4312 082-884-4155田 　文理 田 　文理 平10. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     外科 安芸郡坂町平成ヶ浜１丁目８－３常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221731,1133,1 医療法人　杏林堂　河〒731-4323 082-820-1711医療法人　杏林堂　理河原　俊司 平15. 5. 1内   呼   神内診療所
     原クリニック 安芸郡坂町横浜中央１丁目３－５常　勤:    1事長　河原　俊司 組織変更 放   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221831,1134,9 だて耳鼻咽喉科クリニ〒731-4314 082-884-4133医療法人だて耳鼻咽喉伊達　知仁 平18. 5. 1耳い 診療所
     ック 安芸郡坂町坂西１丁目１６－３５常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　伊達　知仁 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221931,1135,6 おかだ眼科 〒731-4213 082-855-6633岡田　慶子 岡田　慶子 平15.12. 1眼   診療所
     安芸郡熊野町萩原二丁目２番１２常　勤:    2 新規 現存
     号 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 222031,1136,4 はまもと皮ふ科 〒731-4221 082-855-2662濱本　嘉昭 濱本　嘉昭 平18. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     安芸郡熊野町出来庭１０丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222131,1138,0 高橋整形外科クリニッ〒731-4213 082-854-2222高橋　司 高橋　司 平20.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 安芸郡熊野町萩原６丁目２７番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222231,1139,8 在宅療養支援診療所　〒731-4213 082-847-3219林　經堯 林　經堯 平22.10. 1内   診療所
     りんりんクリニック 安芸郡熊野町萩原５－１－５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222331,1140,6 児玉クリニック 〒731-4213 082-855-4700医療法人　こだま会　児玉　久光 平24. 5. 1内   外   他  診療所
     安芸郡熊野町萩原３丁目１－１ 常　勤:    1理事長　児玉　久光 組織変更 他－１件　胃腸現存
     (医       1) 平30. 5. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222431,1141,4 片山医院 〒731-4221 082-854-0252片山　幸治 片山　幸治 平24. 9. 1内   外   他  診療所
     安芸郡熊野町出来庭九丁目２番１常　勤:    2 交代 皮   ひ   現存
     ８号 (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222531,1142,2 平田眼科医院 〒731-4227 082-854-8880塚本　秀利 塚本　秀利 平27.12. 1眼   診療所
     安芸郡熊野町貴船８－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222631,1143,0 小坂内科医院 〒731-4312 082-885-0108竹内　啓祐 竹内　啓祐 平29. 4.10内   診療所
     安芸郡坂町平成ケ浜一丁目８番４常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222732,1002,6 マツダ株式会社　マツ〒735-8585 082-565-5000マツダ株式会社　代表田村　徹 昭36. 7.21一般       270病院
     (32,3002,0) ダ病院 安芸郡府中町青崎南２－１５ 常　勤:   57取締役社長　小飼　雅 移転 他   呼内 精  現存
     (医      54)道 平30. 7.21心内 小   外  
     (歯       3) 脳外 整外 皮  
     非常勤:   32 ひ   眼   耳い
     (医      26) 歯   歯外 放  
     (歯       6) 麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222832,1004,2 府中みくまり病院 〒735-0003 082-281-2281社会福祉法人　広島厚栗原　寛治 昭32. 9. 1精神       317病院
     (32,3045,9) 安芸郡府中町みくまり３－１－１常　勤:    7生事業協会　理事長　 新規 内   精   神  現存
     １ (医       6)宮久保　憲治 平29. 9. 1心内 歯   
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       3)
     (歯       4)
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 222932,1006,7 医療法人社団　中村医〒735-0006 082-281-5714医療法人社団　中村医中村　三千男 平元. 8. 1内   消   小  診療所
     院 安芸郡府中町本町３－４－１ 常　勤:    1院　理事長　中村　美 組織変更 休止
     (医       1)智子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223032,1010,9 行武医院 〒735-0017 082-281-0692行武　伸夫 行武　伸夫 平12. 4. 1内   呼   消  診療所
     安芸郡府中町青崎南６－９ 常　勤:    2 交代 循   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223132,1012,5 大島内科医院 〒735-0023 082-281-8557医療法人　大島内科医大島　啓司 平 8. 1. 1内   呼   消  診療所
     安芸郡府中町浜田本町７－１ 常　勤:    1院　理事長　大島　啓 組織変更 循   放   現存
     (医       1)司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223232,1030,7 医療法人社団　前野医〒735-0007 082-281-2334医療法人社団　前野医前野　秀夫 平14. 4. 1内   小   呼  診療所
     院 安芸郡府中町石井城２丁目１０－常　勤:    1院　理事長　前野　秀 組織変更 現存
     ２０ (医       1)夫 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223332,1051,3 高橋医院 〒736-0044 082-823-4602高橋　陽 高橋　陽 平 6. 3. 1内   小   診療所
     安芸郡海田町南堀川町１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223432,1067,9 益田眼科 〒735-0021 082-282-5058医療法人　益田眼科　益田　徹 平14.10. 1眼   診療所
     安芸郡府中町大須１丁目１６－２常　勤:    1理事長　益田　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223532,1071,1 山本整形外科病院 〒736-0045 082-822-3000医療法人　かしの木会山本　佳史 平11. 4. 1一般        20病院
     安芸郡海田町堀川町２－２３ 常　勤:    3　理事長　山本　佳史 組織変更 療養        38療養病床
     (医       3) 平29. 4. 1内   リウ 小  現存
     非常勤:   26 整外 眼   リハ
     (医      26) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223632,1072,9 坂下外科医院 〒735-0008 082-282-2228坂下　昇 坂下　昇 昭45. 5. 1消   外   整外診療所
     安芸郡府中町字鶴江１－２５－２非常勤:    1 新規 皮   ひ   リハ現存
     ３ (医       1) 平30. 5. 1放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223732,1081,0 医療法人社団　福永内〒735-0024 082-283-7751医療法人社団　福永内福永　泰州 平元.10. 1内   消   小  診療所
     科医院 安芸郡府中町緑ケ丘１３－５ 常　勤:    1科医院　理事長　福永 組織変更 放   循   現存
     (医       1)　泰州 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223832,1082,8 山田整形外科医院 〒735-0005 082-283-6616山田　元久 山田　元久 昭49. 1. 1整外 診療所
     安芸郡府中町宮の町１丁目８－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 223932,1086,9 医療法人社団　恒仁会〒735-0005 082-284-0333医療法人社団　恒仁会唐崎　一訓 平元. 5. 1耳い 診療所
     　唐﨑耳鼻咽喉科 安芸郡府中町宮の町２－５－３１常　勤:    2　理事長　唐崎　一訓 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224032,1088,5 医療法人社団　岸本医〒736-0046 082-823-6298医療法人社団　岸本医岸本　玲子 平元. 5. 1眼   診療所
     院 安芸郡海田町窪町１０－１８ 常　勤:    1院　理事長　岸本　玲 組織変更 現存
     (医       1)子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224132,1095,0 森原内科胃腸科医院 〒736-0022 082-822-5550医療法人社団　康仁会森原　正雄 平17. 6. 1内   胃   診療所
     安芸郡海田町蟹原１丁目１３－１常　勤:    1　理事長　森原　正雄 移転 現存
     １ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224232,1096,8 鈴川内科・循環器科 〒735-0004 082-286-0050鈴川　睦夫 鈴川　睦夫 昭54.10. 1内   消   循  診療所
     安芸郡府中町山田１丁目２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224332,1098,4 一般社団法人　安芸地〒736-0043 082-823-4772一般社団法人　安芸地田村　徹 昭55.11. 1内   診療所
     区医師会　安芸地区医安芸郡海田町栄町５－１３ 常　勤:    1区医師会　会長　白川 新規 現存
     師会臨床検査センター (医       1)　敏夫 平28.11. 1
     附属診療所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224432,1102,4 大野内科胃腸科医院 〒736-0034 082-823-5555大野　克弘 大野　克弘 昭58. 5. 1内   胃   リハ診療所
     安芸郡海田町月見町４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224532,1103,2 医療法人社団　細田小〒735-0013 082-284-1020医療法人社団　細田小細田　洋朗 平 4. 1. 1小   診療所
     児科医院 安芸郡府中町浜田１丁目１－２８常　勤:    1児科医院　理事長　細 組織変更 現存
     (医       1)田　洋朗 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224632,1105,7 瀬戸ハイム内科 〒735-0011 082-285-0816医療法人社団　瀬戸ハ河瀬　徹 平 5. 2. 1内   診療所
     安芸郡府中町瀬戸ハイム１－２－常　勤:    1イム内科　理事長　河 組織変更 現存
     ２４ (医       1)瀬　徹 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224732,1108,1 医療法人社団　スガタ〒735-0007 082-285-6522医療法人社団　スガタ菅田　巌 平11. 9. 1整外 リハ 診療所
     整形外科医院 安芸郡府中町石井城１丁目５－３常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     ６ (医       1)　菅田　巌 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224832,1110,7 医療法人　秋本クリニ〒736-0067 082-823-7777医療法人　秋本クリニ秋本　悦志 平 9. 9. 1他   外   内  診療所
     ック 安芸郡海田町稲荷町３－３４ 常　勤:    1ック　理事長　秋本　 組織変更 　乳腺外科 現存
     (医       1)悦志 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224932,1113,1 ちくいえクリニック 〒735-0006 082-286-7788築家　新司 築家　新司 昭63. 5. 1内   脳外 リハ診療所
     安芸郡府中町本町５－１－６ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 225032,1115,6 南海田病院 〒736-0043 082-823-8855平昭　浩司 平昭　浩司 昭63. 6. 1一般        23病院
     安芸郡海田町栄町２－４２ 常　勤:    3 新規 療養        40療養病床
     (医       2) 平30. 6. 1内   外   他  現存
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225132,1117,2 小山田内科医院 〒735-0025 082-281-0807医療法人社団　小山田小山田　健 平10. 4. 1内   胃   循  診療所
     安芸郡府中町鹿篭２－１３－６ 常　勤:    1内科医院　理事長　小 組織変更 放   現存
     (医       1)山田　健 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225232,1120,6 片桐整形外科 〒736-0065 082-823-9133片桐　則明 片桐　則明 平10. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     安芸郡海田町南昭和町１４－２０常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225332,1121,4 医療法人社団　山路会〒736-0067 082-823-7272医療法人社団　山路会山野上　直樹 平 7.12. 1内   呼   消  診療所
     　山野上内科クリニッ安芸郡海田町稲荷町７－１５ 常　勤:    2　理事長　山野上　直 組織変更 現存
     ク (医       2)樹 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225432,1122,2 たんきょう眼科 〒736-0068 082-824-3131丹京　信也 丹京　信也 平 3. 5. 1眼   診療所
     安芸郡海田町新町１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225532,1123,0 なんば内科 〒735-0006 082-282-4511難波　龍雄 難波　龍雄 平 4. 4. 1内   呼   診療所
     安芸郡府中町本町２－５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225632,1124,8 寺沢耳鼻咽喉科医院 〒736-0046 082-824-1187医療法人　寺沢耳鼻咽寺沢　和貴 平 5. 9. 1耳   い   診療所
     安芸郡海田町窪町２－１４ 常　勤:    1喉科医院　理事長　寺 組織変更 現存
     (医       1)沢　和貴 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225732,1128,9 深坂内科循環器科医院〒736-0046 082-823-0588深坂　展行 深坂　展行 平 5. 7. 1内   呼   循  診療所
     安芸郡海田町窪町２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225832,1130,5 しらね眼科 〒735-0008 082-581-3383医療法人　しらね眼科白根　雅子 平19. 4. 1眼   診療所
     安芸郡府中町鶴江１丁目２５－２常　勤:    1　理事長　白根　雅子 移転 現存
     ０ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225932,1138,8 原小児科 〒736-0035 082-820-0606原　三千丸 原　三千丸 平10. 4. 1小   診療所
     安芸郡海田町日の出町６－６－２常　勤:    1 新規 現存
     ０２ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226032,1139,6 高上クリニック 〒735-0013 082-581-5533医療法人社団　高上ク高上　眞一 平13.10. 1内   外   胃  診療所
     安芸郡府中町浜田３丁目９－３ 常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)上　眞一 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226132,1141,2 さかの小児科 〒735-0025 082-890-1062坂野　由美子 坂野　由美子 平11. 4. 1小   診療所
     安芸郡府中町鹿籠２丁目１３－２常　勤:    1 新規 現存
     カトウビル１Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226232,1143,8 わたえだ皮膚科クリニ〒735-0013 082-508-1112綿枝　耕二 綿枝　耕二 平12. 4. 1皮   アレ 診療所
     ック 安芸郡府中町浜田３丁目９－３－常　勤:    1 新規 現存
     ２０１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226332,1146,1 しらね泌尿器科クリニ〒736-0024 082-821-1900白根　猛 白根　猛 平15. 5. 1ひ   診療所
     ック 安芸郡海田町西浜４番２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226432,1147,9 おおや耳鼻咽喉科 〒736-0024 082-821-3387医療法人　いちえ会　大屋　耕子 平18. 6. 1耳い 診療所
     安芸郡海田町西浜４－２２－４ 常　勤:    1理事長　大屋　耕子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226532,1148,7 よしだ内科呼吸器科 〒736-0024 082-821-2512由田　康弘 由田　康弘 平15. 9. 1内   呼   消  診療所
     安芸郡海田町西浜４番２２－４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226632,1150,3 河島脳外科クリニック〒736-0001 082-823-8222河島　研吾 河島　研吾 平16. 1. 1脳外 神内 内  診療所
     安芸郡海田町砂走１０－３３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226732,1151,1 ソレイユ眼科・矯正歯〒735-0021 082-561-0123今田　昌輝 今田　昌輝 平16. 3. 1眼   矯歯 診療所
     (32,3083,0) 科 安芸郡府中町大須２丁目１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226832,1153,7 かわもと皮ふ科 〒736-0046 082-820-0101河本　博明 河本　博明 平17. 4. 1皮   診療所
     安芸郡海田町窪町２－１４　はん常　勤:    1 新規 現存
     どうビル４Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226932,1155,2 天神川なかむら内科 〒735-0021 082-890-0077中村　邦彦 中村　邦彦 平19. 2.22内   呼   診療所
     安芸郡府中町大須１丁目１７－２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227032,1156,0 海田心療内科メンタル〒736-0068 082-823-5500宮本　哲男 宮本　哲男 平19. 4.16心内 精   神  診療所
     クリニック 安芸郡海田町新町１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227132,1158,6 すくすくキッズクリニ〒735-0022 082-286-8686溝口　信行 溝口　信行 平19. 4.23小   診療所
     ック 安芸郡府中町大通２丁目８－２１常　勤:    1 新規 現存
     大興クリニックビル４Ｆ (医       1) 平25. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227232,1162,8 檜原皮膚科クリニック〒736-0041 082-821-1200医療法人社団　檜原皮檜原　理子 平21. 4. 1皮   診療所
     安芸郡海田町大正町７番２０号 常　勤:    1膚科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　檜原　理子 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227332,1163,6 消化器内科ぺんぎんク〒735-0006 082-508-2321中條　進 中條　進 平21. 9. 1内   他   診療所
     リニック 安芸郡府中町本町１－４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227432,1165,1 太田整形外科・大成呼〒735-0022 082-510-5107医療法人太田整形外科太田　英敏 平21.11. 1整外 リハ リウ診療所
     吸器クリニック 安芸郡府中町大通二丁目１０番８常　勤:    2　理事長　太田　英敏 組織変更 内   呼外 呼内現存
     号 (医       2) 平27.11. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227532,1167,7 医療法人　双藤会　産〒735-0029 082-284-2410医療法人　双藤会　産藤東　淳也 平22. 6. 1一般        19診療所
     科・婦人科　藤東クリ安芸郡府中町茂陰一丁目１番１号常　勤:    2科・婦人科　藤東クリ 移転 産   婦   現存
     ニック (医       2)ニック　理事長　藤東 平28. 6. 1
     　淳也
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227632,1168,5 こさか内科 〒735-0015 082-281-4482医療法人社団　こさか小坂　龍哉 平22.10. 1他   内   診療所
     安芸郡府中町青崎東２０番２号 常　勤:    1内科　理事長　小坂　 移転 現存
     (医       1)龍哉 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227732,1169,3 みはら内科クリニック〒735-0022 082-286-1177医療法人　静和会　理三原　充弘 平23. 5. 1内   他   心内診療所
     安芸郡府中町大通二丁目８番２１常　勤:    2事長　三原　充弘 組織変更 現存
     号大興クリニックビル２Ｆ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227832,1171,9 みぞて眼科 〒736-0024 082-821-2601医療法人みぞて眼科　溝手　秀秋 平23.11. 1眼   診療所
     安芸郡海田町西浜４番２２－４号常　勤:    2理事長　溝手　秀秋 組織変更 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227932,1172,7 医療法人　健仁会　西〒735-0026 082-281-6001医療法人　健仁会　西西村　庸夫 平25. 4. 1内   他   診療所
     村内科医院 安芸郡府中町桃山一丁目１番２４常　勤:    2村内科医院　理事長　 移転 現存
     号 (医       2)西村　庸夫 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228032,1173,5 やまだ眼科 〒735-0016 082-287-2123山田　貴之 山田　貴之 平25. 6. 1眼   診療所
     安芸郡府中町青崎中２４－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228132,1176,8 医療法人社団　永慈会〒735-0016 082-285-0808医療法人社団　永慈会辻本　卓子 平25. 6. 1内   他   リハ診療所
     　永田内科医院 安芸郡府中町青崎中２４番２６号常　勤:    1　理事長　永田　裕 移転 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228232,1177,6 くすおか整形外科クリ〒736-0068 082-824-0505医療法人　くすおか整楠岡　公明 平25. 6. 2整外 リハ リウ診療所
     ニック 安芸郡海田町新町１７－８ 常　勤:    1形外科クリニック　理 移転 現存
     (医       1)事長　楠岡　公明 平25. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228332,1179,2 津田産婦人科クリニッ〒736-0032 082-821-0303医療法人津田産婦人科津田　幹夫 平25.12. 1一般        17診療所
     ク 安芸郡海田町南幸町９番４３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 産婦 現存
     (医       1)津田　幹夫 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228432,1180,0 行徳皮ふ科アレルギー〒735-0016 082-287-1560行德　英一 行德　英一 平26. 4. 1皮   アレ 診療所
     科 安芸郡府中町青崎中２４－２６ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックモール向洋５Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228532,1182,6 向洋こどもクリニック〒735-0016 082-287-3266医療法人向洋こどもク梶梅　輝之 平27. 6. 1小   アレ 診療所
     安芸郡府中町青崎中２４番２６号常　勤:    1リニック　理事長　梶 組織変更 現存
     ４Ｆ (医       1)梅　輝之 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228632,1183,4 医療法人社団　府中水〒735-0006 082-284-4112医療法人社団　府中水水野　正晴 平27.10. 1皮   アレ 診療所
     野皮ふ科クリニック 安芸郡府中町本町１丁目１３番７常　勤:    1野皮ふ科クリニック　 移転 現存
     号 (医       1)理事長　水野　正晴 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228732,1184,2 白根耳鼻咽喉科 〒735-0008 082-510-3322医療法人白根耳鼻咽喉白根　誠 平27.11. 1耳い アレ 診療所
     安芸郡府中町鶴江一丁目２５番２常　勤:    1科　理事長　白根　誠 組織変更 頭頸部外科 現存
     ０号３階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228832,1185,9 向洋駅前心療クリニッ〒735-0016 082-286-2335西山　聡 西山　聡 平28. 9. 1精   心内 診療所
     ク 安芸郡府中町青崎中２４－２６ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックモール向洋６階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228932,1186,7 ちえ内科クリニック 〒736-0026 082-847-6500医療法人　香和会　理峠　千衣 平29. 4. 1内   他   診療所
     安芸郡海田町幸町８番１４－３号常　勤:    1事長　峠　千衣 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229032,1187,5 金谷整形外科クリニッ〒736-0026 082-822-2070医療法人　ＫＯＣ　理金谷　篤 平29. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 安芸郡海田町幸町９番１３号 常　勤:    1事長　金谷　篤 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229132,1188,3 くるしま内科循環器ク〒736-0021 082-821-2212久留島　秀治 久留島　秀治 平29. 5. 1内   他   診療所
     リニック 安芸郡海田町成本１４－１２ 常　勤:    1 新規 他１件　循環器現存
     (医       1) 平29. 5. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229232,1189,1 岡原内科皮ふ科クリニ〒735-0021 082-561-0303岡原　佳代 岡原　佳代 平29.11. 1内   皮   アレ診療所
     ック 安芸郡府中町大須１丁目１９－１常　勤:    2 移転 現存
     ９ (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229332,1191,7 医療法人　菊川皮ふ科〒736-0022 082-823-7111医療法人　菊川皮ふ科菊川　洋祐 平29. 4.11皮   診療所
     医院 安芸郡海田町蟹原２－４－２８ 常　勤:    1医院　理事長　菊川　 移転 現存
     (医       1)洋祐 平29. 4.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229432,1192,5 医療法人　しみずハー〒735-0021 082-283-8010医療法人　しみずハー清水　嘉人 平30. 4. 1内   他   診療所
     ト内科クリニック 安芸郡府中町大須三丁目８番５６常　勤:    1ト内科クリニック　理 組織変更 他１：循環器内現存
     号大田ビル２０１号 (医       1)事長　清水　嘉人 平30. 4. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229533,1045,3 永井医院 〒739-0437 0829-55-0014医療法人社団永井医院永井　哲士 平元. 5. 1内   診療所
     廿日市市大野中央３丁目２－３１常　勤:    2　理事長　永井　哲士 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229633,1049,5 医療法人福寿会　天野〒738-0222 0829-72-1181医療法人福寿会　天野天野　浩子 平 5. 2. 1一般         1診療所
     医院 廿日市市津田４２５９ 常　勤:    1医院　理事長　天野　 組織変更 療養        18現存
     (医       1)浩子 平29. 2. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229733,1059,4 医療法人社団　砂堀医〒737-2301 0823-45-3333医療法人社団砂堀医院砂堀　亨 平 2. 8. 1内   小   放  診療所
     院 江田島市能美町中町４９３０－５常　勤:    1　理事長　砂堀　亨 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 229833,1062,8 医療法人社団　長尾医〒737-2316 0823-47-0204医療法人社団　長尾医長尾　秀幸 平 7. 3. 1内   消   循  診療所
     院 江田島市沖美町三吉２７０７ 常　勤:    1院　理事長　長尾　秀 組織変更 小   現存
     (医       1)幸 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229933,1082,6 梶川医院 〒737-2311 0823-48-0201医療法人社団進清会　梶川　進 平 3. 8. 1内   神内 胃  診療所
     江田島市沖美町岡大王４４１ 常　勤:    2理事長　梶川　學 組織変更 小   外   放  現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230033,1167,5 医療法人社団　友和会〒738-0202 0829-74-0688医療法人社団　友和会名越　雅彦 平13.10. 1精神       120病院
     (33,3075,4) 　友和病院 廿日市市峠字下ケ原５００ 常　勤:    4　理事長　末田　格 組織変更 内   精   神  現存
     (医       3) 平25.10. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230133,1169,1 医療法人社団　杉原外〒739-0434 0829-55-0534医療法人社団　杉原外杉原　英樹 平15. 3. 1外   こう 胃  診療所
     科医院 廿日市市大野１丁目７－７ 常　勤:    1科医院　理事長　杉原 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　英樹 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230233,1175,8 医療法人社団　大井医〒737-2213 0823-57-6500医療法人社団大井医院大井　征志 平元. 6. 1内   小   皮  診療所
     院 江田島市大柿町大原５９０８－２常　勤:    1　理事長　大井　征志 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230333,1185,7 医療法人　長谷川整形〒739-0445 0829-55-1011医療法人長谷川整形外長谷川　修 平 6. 3. 1一般        12診療所
     外科 廿日市市塩屋２丁目２－１６ 常　勤:    1科　理事長　長谷川　 組織変更 療養         6現存
     (医       1)修 平30. 3. 1整外 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230433,1197,2 医療法人社団　はまい〒737-2212 0823-57-5678医療法人社団　はまい浜井　雄一郎 平11. 5. 1療養        35病院
     会　大君浜井病院 江田島市大柿町大君９６２－１ 常　勤:    3会　理事長　浜井　雄 組織変更 外   内   他  療養病床
     (医       3)一郎 平29. 5. 1放   リハ 現存
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230533,1203,8 永井内科胃腸科医院 〒739-0411 0829-56-0023永井　忠仁 永井　忠仁 昭58. 3. 1内   消   循  診療所
     廿日市市宮島口１丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230633,1207,9 川崎医院 〒737-2302 0823-45-2031川崎　正晴 川崎　正晴 昭61. 3. 3内   小   外  診療所
     江田島市能美町鹿川３０８９－１常　勤:    1 移転 消   循   現存
     (医       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 230733,1208,7 敬愛病院 〒739-0488 0829-56-3333医療法人北原会　理事原田　能之 昭63.12. 1療養       102病院
     廿日市市大野７２ 常　勤:    1長　原田　能之 組織変更 精神        60療養病床
     (医       1) 平27.12. 1内   他   神内現存
     非常勤:   13 心内 精   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230833,1221,0 医療法人社団　和容会〒738-0512 0829-86-0115医療法人社団　和容会速水　璟 平12.10. 1一般         6診療所
     　速水医院 広島市佐伯区湯来町大字白砂３５常　勤:    1　速水医院　理事長　 組織変更 療養        12現存
     ２７－２ (医       1)速水　璟 平24.10. 1内   外   リハ
     非常勤:    1 麻   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230933,1222,8 医療法人社団　大井内〒737-2101 0823-57-5512医療法人社団　大井内大井　勝博 平10. 6. 1内   消   リハ診療所
     科医院 江田島市大柿町飛渡瀬１５５３－常　勤:    1科医院　理事長　大井 組織変更 現存
     ３ (医       1)　勝博 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231033,1223,6 大井眼科医院 〒737-2101 0823-57-6436大井　康裕 大井　康裕 平元.10. 1眼   診療所
     江田島市大柿町飛渡瀬１５５０－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231133,1225,1 佐伯中央病院 〒738-0222 0829-72-1100医療法人社団貴和会　敦賀　一郎 平 2. 4. 1一般        38病院
     廿日市市津田４１８０ 常　勤:    3理事長　水内　健二 新規 療養        60療養病床
     (医       3) 平29. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   27 放   リハ 神内
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231233,1227,7 医療法人　中丸クリニ〒739-0411 0829-56-0550医療法人　中丸クリニ中丸　光昭 平17. 3. 1内   循   消  診療所
     ック 廿日市市宮島口１丁目７－１５ 常　勤:    1ック　理事長　中丸　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)光昭 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231333,1231,9 医療法人社団　おおく〒738-0201 0829-74-3400医療法人社団　おおく大久保　和典 平 8. 9. 1内   胃   リハ診療所
     ぼ内科 廿日市市永原１２３５－１ 常　勤:    1ぼ内科　理事長　大久 組織変更 放   現存
     (医       1)保　和典 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231433,1232,7 医療法人社団　永田内〒739-0445 0829-55-3323医療法人社団　永田内永田　健二 平 9. 9. 1内   呼   消  診療所
     科 廿日市市塩屋１丁目１－６４ 常　勤:    1科　理事長　永田　健 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)二 平24. 9. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231533,1233,5 大野浦病院 〒739-0452 0829-54-2426医療法人社団　明和会曽根　喬 平12. 6. 1療養       120病院
     廿日市市丸石２丁目３－３５ 常　勤:    4　理事長　曽根　喬 組織変更 内   精   神  療養病床
     (医       4) 平30. 6. 1整外 リハ 現存
     非常勤:    4
     (医       4)
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 231633,1240,0 井上内科医院 〒739-0434 0829-55-0600井上　邦典 井上　邦典 平 9. 4. 1内   胃   小  診療所
     廿日市市大野１丁目８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231733,1242,6 安東内科クリニック 〒739-0402 0829-50-1231安東　直彦 安東　直彦 平11. 2. 1リハ 内   呼  診療所
     廿日市市対厳山２丁目１５－９ 常　勤:    1 新規 循   消   アレ現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231833,1249,1 向井クリニック 〒739-0424 0829-50-6166向井　俊一 向井　俊一 平13. 5. 1内   胃   リハ診療所
     廿日市市前空５丁目３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231933,1250,9 おおいし耳鼻咽喉科 〒737-2303 0823-45-0387大石　善道 大石　善道 平15. 5. 1耳い 診療所
     江田島市能美町高田１５１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232033,1252,5 青葉レディスクリニッ〒739-0401 0829-50-2327岡谷　裕二 岡谷　裕二 平16. 4. 1産婦 内   診療所
     ク 廿日市市福面２丁目１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232135,1004,5 安芸太田病院 〒731-3622 0826-22-2299安芸太田町長　小坂　結城　常譜 平16.10. 1一般        53病院
     山県郡安芸太田町大字下殿河内２常　勤:   10眞治 その他 精神        44療養病床
     ３６ (医      10) 平28.10. 1療養        52現存
     非常勤:   24 内   外   整外
     (医      24) 精   皮   眼  
     耳い 脳外 婦  
     ひ   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232235,1005,2 北広島町豊平病院 〒731-1222 0826-84-1155北広島町長　箕野　博高山　孝弘 平17. 2. 1一般        44病院
     山県郡北広島町阿坂４７０５番地常　勤:    4司 その他 外   内   リハ現存
     (医       4) 平29. 2. 1整外 リウ 他  
     非常勤:   54 漢方内科
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232335,1007,8 北広島町雄鹿原診療所〒731-2431 0826-35-0119北広島町長　箕野　博東條　環樹 平17. 2. 1内   診療所
     山県郡北広島町荒神原２００番地常　勤:    1司 その他 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 232435,1009,4 北広島町八幡診療所 〒731-2552 0826-37-0301北広島町長　箕野　博清戸　翔 平17. 2. 1内   診療所
     山県郡北広島町西八幡原１４５３常　勤:    1司 その他 現存
     －１３ (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232535,1031,8 北広島病院 〒731-1515 0826-72-2050医療法人　明和会　理渡　雅文 平元. 2. 1一般        30病院
     山県郡北広島町壬生４３３－４ 常　勤:    7事長　益田　正美 その他 療養        25療養病床
     (医       7) 平28. 2. 1内   小   産婦現存
     非常勤:    8 リハ ひ   呼内
     (医       8) 他   外   
     他３件：循環器
     内科、肛門外科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232635,1037,5 山根医院 〒731-3701 08263-2-2205医療法人社団　山根医山根　健 平元. 7. 1内   放   心内診療所
     山県郡安芸太田町大字上筒賀８０常　勤:    1院　理事長　山根　健 組織変更 麻   現存
     －１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232735,1038,3 西山医院 〒731-3702 08263-2-2323西山　英行 西山　英行 平 2. 8. 4内   外   診療所
     山県郡安芸太田町大字中筒賀１５常　勤:    1 交代 現存
     ５６－１ (医       1) 平29. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232835,1039,1 江川医院 〒731-1502 0826-72-2097江川　惠基 江川　惠基 平 2.12. 1内   リハ 診療所
     山県郡北広島町蔵迫１６６－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232935,1044,1 立川医院 〒731-1533 0826-72-2202立川　昌宏 立川　昌宏 平17. 9. 1一般         8診療所
     山県郡北広島町有田１３３ 常　勤:    1 交代 整外 内   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233035,1045,8 落合整形外科内科 〒731-3501 0826-22-0202医療法人社団　やまを落合　洋 平 2. 3. 1内   整外 リハ診療所
     山県郡安芸太田町大字加計３４８常　勤:    1会　理事長　落合　洋 移転 現存
     ８番地の１ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233135,1055,7 医療法人　至誠会　市〒731-1502 0826-72-5721医療法人　至誠会　市市頭　教克 平 6.11. 1一般         6診療所
     頭眼科医院 山県郡北広島町蔵迫６６５－１ 常　勤:    1頭眼科医院　理事長　 移転 眼   現存
     (医       1)市頭　教克 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 233235,1057,3 医療法人社団　弘仁会〒731-3412 0826-23-0061医療法人社団　弘仁会清水　裕弘 昭62. 5. 1内   胃   小  診療所
     　清水医院坪野診療所山県郡安芸太田町大字坪野８６４常　勤:    1　理事長　清水　裕弘 新規 リハ リウ 現存
     －１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233335,1060,7 千代田病院 〒731-1535 0826-72-6511医療法人社団　せがわ瀬川　芳久 平 9. 1. 1精神       158病院
     山県郡北広島町今田３８６０ 常　勤:    4会　理事長　瀬川　芳 組織変更 内   精   神内現存
     (医       4)久 平30. 1. 1リハ 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233435,1061,5 医療法人社団慶寿会　〒731-1533 0826-72-6111医療法人社団　慶寿会北尾　憲太郎 平 6. 4. 1一般        50病院
     千代田中央病院 山県郡北広島町有田１１９２ 常　勤:    4　千代田中央病院　理 組織変更 療養        70療養病床
     (医       4)事長　北尾　憲太郎 平30. 4. 1内   他   外  現存
     非常勤:   19 整外 皮   眼  
     (医      19) 耳い リハ 放  
     麻   
     循内、消内、人
     透内、ペインク
     リニック外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233535,1063,1 大朝ふるさと病院 〒731-2103 0826-82-3900医療法人社団　もみの堀田　卓宏 平 5. 7. 1一般        42病院
     山県郡北広島町新庄２１４７番地常　勤:    2木会　理事長　坂　信 新規 療養        48療養病床
     １ (医       2)一 平29. 7. 1内   外   整外現存
     非常勤:   48 リハ リウ 脳外
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233635,1066,4 今村メモリアルクリニ〒731-1533 0826-72-7701今村　展隆 今村　展隆 平14. 6. 1内   心内 呼  診療所
     ック 山県郡北広島町有田１５３２千代常　勤:    1 新規 循   小   リウ現存
     田サンクス３Ｆ (医       1) 平26. 6. 1アレ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233735,1070,6 安芸太田戸河内診療所〒731-3810 0826-28-2221安芸太田町長　小坂　渡邊　公登 平20. 4. 1内   外   診療所
     山県郡安芸太田町大字戸河内８０常　勤:    1眞治 その他 現存
     ０番地１ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233835,1071,4 いのうえ内科 〒731-1515 0826-72-7717医療法人　穂の香　理井上　敏明 平24.11. 1他   診療所
     山県郡北広島町壬生１４４番地１常　勤:    1事長　井上　敏明 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 233935,1072,2 芸北診療所 〒731-2205 0826-38-0380医療法人明和会　理事益田　正美 平26. 8. 1内   診療所
     山県郡北広島町米沢４３６番地１常　勤:    2長　益田　正美 新規 現存
     ３ (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234036,1022,5 井上内科医院 〒731-0501 0826-42-0005井上　敬夫 井上　敬夫 平17. 9. 1内   リハ 診療所
     安芸高田市吉田町吉田１０９１－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234136,1024,1 佐々木クリニック 〒731-0523 0826-43-1111医療法人社団　佐々木香川　佳 平 3. 9. 1内   放   胃  診療所
     安芸高田市吉田町山手５８５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 小   リハ 耳い現存
     (医       1)青木　頼子 平24. 9. 1皮   
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234236,1025,8 児玉眼科医院 〒731-0501 0826-42-0226児玉　良雄 児玉　良雄 昭58. 1. 1眼   診療所
     安芸高田市吉田町吉田７７０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234336,1034,0 医療法人かどます　佐〒739-1201 0826-46-2065医療法人かどます　理佐々木　龍司 平20. 4. 1外   内   整外診療所
     々木医院 安芸高田市向原町坂４２８番地２常　勤:    1事長　佐々木　龍司 組織変更 胃   療養病床
     (医       1) 平26. 4. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234436,1044,9 広島県厚生農業協同組〒731-0501 0826-42-0636広島県厚生農業協同組住元　一夫 昭32.10.31一般       111病院
     合連合会　吉田総合病安芸高田市吉田町吉田３６６６ 常　勤:   29合連合会　代表理事理 新規 精神       120療養病床
     院 (医      29)事長　岡田　仁志 平29.10.31療養        54現存
     非常勤:   16 一般        55
     (医      16) 内   他   小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   婦  
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     精神神経科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234536,1048,0 えのきクリニック 〒731-0501 0826-47-0111医療法人社団　大智会大德　悦孝 平 3. 9. 1内   胃   外  診療所
     安芸高田市吉田町吉田８３４－１常　勤:    1　理事長　大德　悦孝 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234636,1050,6 平原内科医院 〒731-0501 0826-42-0446平原　理策 平原　理策 平11.11.30内   診療所
     安芸高田市吉田町吉田１２１０－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29.11.30
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 234736,1058,9 中村耳鼻咽喉科医院 〒739-1201 0826-46-2001中村　昭郎 中村　昭郎 平10.10.24耳い 診療所
     安芸高田市向原町坂１７０１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234836,1062,1 医療法人社団　沢崎外〒731-0501 0826-42-3431医療法人社団　沢崎外澤崎　晉一 平 5. 8. 1胃   外   こう診療所
     科 安芸高田市吉田町吉田６９５－１常　勤:    1科　理事長　澤崎　晉 組織変更 麻   現存
     (医       1)一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234936,1066,2 医療法人社団　平岡医〒739-1101 0826-45-2002医療法人社団　平岡医平岡　敬生 平 7. 4. 1外   整外 リハ診療所
     院 安芸高田市甲田町高田原１０４３常　勤:    1院　理事長　平岡　敬 組織変更 胃   消   現存
     (医       1)生 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235036,1069,6 児玉医院 〒731-0302 0826-52-2511児玉　技郎 児玉　技郎 昭58. 6. 1内   外   麻  診療所
     安芸高田市八千代町勝田１３７８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235136,1070,4 徳永医院 〒739-1101 0826-45-2032徳永　彰 徳永　彰 昭60. 9. 1一般        11診療所
     安芸高田市甲田町高田原１４１９常　勤:    1 新規 療養         8現存
     －１ (医       1) 平24. 9. 1内   外   小  
     整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235236,1073,8 安芸高田市川根診療所〒739-1801 0826-58-0234安芸高田市長　浜田　川本　雅英 平16. 3. 1内   外   整外診療所
     安芸高田市高宮町川根２４３８－常　勤:    1一義 その他 小   現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235336,1075,3 医療法人社団　八千代〒731-0302 0826-52-3838医療法人社団　八千代川本　雅夫 平 6. 2. 1療養       312病院
     会　八千代病院 安芸高田市八千代町勝田４４８ 常　勤:    6会　理事長　鳳山　仁 組織変更 療養    療養病床
     (医       6)秀 平30. 2. 1療養    現存
     非常勤:   32 内   放   リハ
     (医      32) 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235436,1076,1 おおはた産婦人科 〒731-0501 0826-42-0067大畠　清久 大畠　清久 平 4. 9. 1一般        12診療所
     安芸高田市吉田町吉田１８８６ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235536,1077,9 高田地区休日夜間救急〒731-0501 0826-42-0636広島県厚生農業協同組竹本　正瑞 平 7. 1. 1内   外   診療所
     診療所 安芸高田市吉田町吉田３６６６ 常　勤:    2合連合会　代表理事理 新規 現存
     (医       2)事長　岡田　仁志 平28. 1. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 235636,1078,7 のりかわ眼科クリニッ〒731-0501 0826-42-1001則川　希貞 則川　希貞 平 8. 3. 1一般         6診療所
     ク 安芸高田市吉田町吉田１８５３－常　勤:    1 新規 眼   現存
     ８ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235736,1079,5 中村医院 〒739-1202 0826-46-5588中村　眞己 中村　眞己 平 9. 7. 1消   循   外  診療所
     安芸高田市向原町戸島２８４６－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ５ (医       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235836,1084,5 政永内科・まさなが歯〒739-1101 0826-45-7711政永　敏之 政永　敏之 平19.11. 1内   消   呼  診療所
     (36,3038,5) 科クリニック 安芸高田市甲田町高田原１４５１常　勤:    2 新規 循   小   歯  現存
     (医       1) 平25.11. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235936,1087,8 こだま整形外科医院 〒731-0521 0826-43-2800医療法人新玉会　理事児玉　篤 平22. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     安芸高田市吉田町常友３４１－１常　勤:    1長　児玉　篤 組織変更 外   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236036,1089,4 津田医院 〒731-0612 0826-54-0699津田　敏孝 津田　敏孝 平25. 5. 1内   他   診療所
     安芸高田市美土里町本郷１７８１常　勤:    1 交代 現存
     －９ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236136,1091,0 なかもと眼科クリニッ〒739-1101 0826-45-7814中元　宏史 中元　宏史 平25.10. 1眼   診療所
     ク 安芸高田市甲田町高田原１４７２常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236236,1092,8 医療法人増田ファミリ〒739-1101 0826-45-2031医療法人　増田ファミ増田　幹雄 平26. 4. 1内   呼内 小  診療所
     ークリニック 安芸高田市甲田町高田原１４７４常　勤:    2リークリニック　理事 移転 他   現存
     番地３ (医       2)長　増田　幹雄 平26. 4. 1他（消化器内科
     、循環器内科、
     糖尿病内科、腎
     臓内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236336,1093,6 佐々部診療所 〒739-1802 0826-57-0022医療法人　佐々部診療中田　裕子 平27. 5. 1内   小   診療所
     安芸高田市高宮町佐々部９８３－常　勤:    1所　理事長　中田　裕 移転 現存
     １７ (医       1)子 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236436,1094,4 社会福祉法人清風会　〒731-0511 0826-43-1026社会福祉法人　清風会澤崎　晋一 平27.11.19内   外   診療所
     身体障害者療護施設診安芸高田市吉田町竹原１７５９番常　勤:    1　会長　澤﨑　卓兒 移転 現存
     療所 地１ (医       1) 平27.11.19
     非常勤:    1
     (医       1)
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 236537,1023,1 医療法人社団　辰星会〒739-2731 0823-82-2074医療法人社団　辰星会新開　洋一 平 5. 9. 1内   小   診療所
     　新開医院 東広島市黒瀬町兼沢１０７４ 常　勤:    2　理事長　新開　洋一 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236637,1063,7 清水医院 〒739-2612 0823-82-2011清水　雅宏 清水　雅宏 平10.11.25内   診療所
     東広島市黒瀬町丸山１３２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236737,1076,9 山形内科循環器医院 〒739-2613 0823-82-4577医療法人社団　山形内山形　東吾 平 6. 4. 1内   他   診療所
     東広島市黒瀬町楢原２４３－６ 常　勤:    2科循環器医院　理事長 組織変更 他－３件　循環現存
     (医       2)　鈴木　朗夫 平30. 4. 1器内科、呼吸器
     非常勤:    1 内科、糖尿病内
     (医       1) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236837,1077,7 康成病院 〒739-2613 0823-82-3113医療法人社団　仁清会小林　史典 平 2. 7. 1療養        74病院
     東広島市黒瀬町楢原７５７ 常　勤:    3　理事長　小林　倫仁 組織変更 内   療養病床
     (医       3) 平29. 7. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236937,1079,3 医療法人　真慈会　真〒739-2616 0823-70-4011医療法人　真慈会　理山口　昌宏 平 6. 8. 1療養       100病院
     愛病院 東広島市黒瀬町兼広２７９ 常　勤:    2事長　小出　真三 組織変更 内   神内 リハ療養病床
     (医       2) 平24. 8. 1皮   現存
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237037,1083,5 医療法人　宥善会　前〒739-2502 0823-82-2179医療法人　宥善会　前佐々木　政敏 平 6. 7. 1内   胃   リハ診療所
     田医院 東広島市黒瀬町国近３３５－１ 常　勤:    1田医院　理事長　佐々 組織変更 現存
     (医       1)木　政敏 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237137,1084,3 松ケ丘医院 〒739-2614 0823-82-0123谷田　秀則 谷田　秀則 平 4. 6. 1内   診療所
     東広島市黒瀬松ケ丘１０番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237237,1087,6 森石眼科 〒739-2613 0823-82-5988森石　正克 森石　正克 平 8. 6. 1眼   診療所
     東広島市黒瀬町楢原７５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237337,1089,2 はたの小児科 〒739-2616 0823-83-1011波多野　修一 波多野　修一 平10.12. 1小   診療所
     東広島市黒瀬町兼広５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
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 237438,1036,1 上河内福原医院 〒739-2203 0824-37-0064フクハラ　テルコ フクハラ　テルコ 昭42. 8. 1内   小   診療所
     東広島市河内町上河内２８０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237538,1037,9 医療法人　寿仁会　田〒729-1406 08473-3-0480医療法人　寿仁会　田田原　寛之 平 6.11. 1内   外   他  診療所
     原クリニック 三原市大和町下徳良１９０１－８常　勤:    1原クリニック　理事長 移転 現存
     (医       1)　田原　寛之 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237638,1042,9 長谷川医院 〒739-2313 082-432-2222医療法人社団　春秋会長谷川　頼彦 昭62. 5. 1整外 内   リハ診療所
     東広島市豊栄町清武１０ 常　勤:    1　理事長　長谷川　頼 組織変更 リウ 休止
     (医       1)彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237738,1051,0 豊栄診療所 〒739-2311 0824-32-2005医療法人　青雲会　理森　勝志 平 9. 5. 1内   診療所
     東広島市豊栄町乃美３００９ 常　勤:    1事長　森　勝志 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237838,1055,1 社会医療法人　里仁会〒729-1321 0847-34-1218社会医療法人　里仁会小林　直広 平10. 3. 1療養        52病院
     　白龍湖病院 三原市大和町和木１５０４－１ 常　勤:    2　理事長　藤原　恒太 新規 療養        48療養病床
     (医       2)郎 平28. 3. 1内   外   整外現存
     非常勤:    8 リハ 放   脳外
     (医       8) 皮   耳い 眼  
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237938,1058,5 医療法人社団　河内会〒739-2201 082-420-7665医療法人社団　河内会富安　基晴 平16. 8. 1皮   内   アレ診療所
     　河内クリニック 東広島市河内町中河内１１９７－常　勤:    1　理事長　富安　基晴 移転 整外 リハ 小  現存
     １ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238039,1010,4 医療法人社団　堀内医〒729-0417 0848-86-2028医療法人社団　堀内医堀内　至 平 5. 8. 1内   他   小  診療所
     院 三原市本郷南６丁目２１－３ 常　勤:    1院　理事長　堀内　至 組織変更 他－消化器内科現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238139,1014,6 医療法人社団　回生会〒722-2411 0845-27-0020医療法人社団　回生会永井　晃 平元.10. 1一般         8診療所
     　永井医院 尾道市瀬戸田町瀬戸田３４９－７常　勤:    1　永井医院　理事長　 組織変更 療養         7現存
     (医       1)永井　晃 平28.10. 1内   外   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238239,1023,7 医療法人社団　田村医〒725-0403 08466-3-0311医療法人社団　田村医田村　淳 平11. 5. 1一般         3診療所
     院 豊田郡　大崎上島町　明石　２７常　勤:    1院　理事長　田村　裕 組織変更 内   婦   現存
     ００ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238339,1029,4 寺元医院 〒725-0301 0846-64-2093寺元　彪 寺元　彪 昭62. 3. 1一般         5診療所
     豊田郡大崎上島町中野１６０８－常　勤:    2 移転 療養        14現存
     ５ (医       2) 平29. 3. 1内   
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 238439,1030,2 円山医院 〒725-0301 08466-4-2062円山　忠信 円山　忠信 平13. 7. 1内   整外 診療所
     豊田郡　大崎上島町　中野　４３常　勤:    2 交代 現存
     ２２－３ (医       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238539,1033,6 医療法人社団　伊藤医〒734-0101 08466-8-2019医療法人社団　伊藤医伊藤　克浩 平元. 7. 1内   小   整外診療所
     院 呉市豊浜町豊島４０１１－２ 常　勤:    2院　理事長　伊藤　克 組織変更 現存
     (医       2)浩 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238639,1034,4 医療法人社団　升谷医〒734-0101 08466-8-2015医療法人社団　升谷医升谷　靖子 平 5. 3. 1内   小   眼  診療所
     院 呉市豊浜町豊島３９５８ 常　勤:    2院　理事長　後藤　友 組織変更 外   他   現存
     (医       2)彦 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238739,1039,3 射場医院 〒725-0200 08466-5-3304射場　一光 射場　一光 昭57. 8. 1内   外   整外診療所
     豊田郡　大崎上島町　東野　５４常　勤:    1 新規 現存
     ８１－４ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238839,1047,6 東邦亜鉛株式会社契島〒725-0231 08466-5-3811東邦亜鉛株式会社　契村井　博 昭33. 2. 1内   外   診療所
     製錬所診療所 豊田郡大崎上島町東野５５６２－常　勤:    1島製錬所　所長　今井 新規 現存
     １ (医       1)　力 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238939,1048,4 医療法人　沖本クリニ〒734-0304 08466-8-2314医療法人　沖本クリニ沖本　信和 平元. 7. 1内   他   外  診療所
     ック 呉市豊町久比１８５－４ 常　勤:    1ック　理事長　沖本　 組織変更 整外 現存
     (医       1)信和 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239039,1050,0 越智医院 〒734-0301 0823-66-2110医療法人社団　越智医越智　崇史 平15.11. 1内   小   放  診療所
     呉市豊町大長４９７６－２ 常　勤:    1院　理事長　越智　崇 移転 現存
     (医       1)史 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239139,1053,4 木下内科医院 〒729-0417 0848-86-3706医療法人　木下内科医木下　陽 平 2. 1. 1内   診療所
     三原市本郷南７－１５－１３ 常　勤:    1院　理事長　木下　陽 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239239,1055,9 医療法人　仁康会　本〒729-0414 0848-86-6780医療法人　仁康会　理谷本　康信 昭61.10. 1一般        96病院
     郷中央病院 三原市下北方一丁目７番３０号 常　勤:    7事長　谷本　雄謙 組織変更 療養        41療養病床
     (医       7) 平28.10. 1内   他   心内現存
     非常勤:    6 外   呼外 心外
     (医       6) 整外 ひ   眼  
     耳い リウ リハ
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 239339,1057,5 医療法人社団　宮本ク〒729-0414 0848-86-0888医療法人社団　宮本ク宮本　俊彦 平10. 4. 1神内 脳外 リハ診療所
     リニック 三原市下北方２丁目２９番１５号常　勤:    1リニック　理事長　宮 組織変更 放   現存
     (医       1)本　俊彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239439,1058,3 ときや内科 〒725-0402 08466-3-0020医療法人　妙好会　理釋舎　龍三 平 9. 1. 1一般         9診療所
     豊田郡大崎上島町沖浦１００１ 常　勤:    2事長　釋舎　龍三 組織変更 内   消   放  現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239539,1061,7 大崎上島町耳鼻咽喉科〒725-0231 08466-7-3311大崎上島町長　高田　井口　哲彦 平18. 4. 1耳い 診療所
     診療所 豊田郡大崎上島町東野６６２５番常　勤:    1幸典 新規 現存
     地１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239640,1001,1 県立安芸津病院 〒739-2402 0846-45-0055広島県知事　湯﨑　英濱中　喜晴 昭49. 1. 1一般        98病院
     東広島市安芸津町三津４３８８ 常　勤:   12彦 移転 内   小   外  現存
     (医      12) 平28. 1. 1整外 産婦 耳い
     非常勤:   18 眼   皮   リハ
     (医      18) 放   ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239740,1005,2 医療法人社団　渡辺ク〒737-2603 0823-87-2025医療法人社団　渡辺ク渡 　倫太郎 平13. 6. 1内   小   診療所
     リニック 呉市川尻町西２丁目１１－１５ 常　勤:    1リニック　理事長　渡 移転 現存
     (医       1) 　倫太郎 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239840,1007,8 医療法人　西田医院 〒737-2516 0823-84-2019医療法人　西田医院　西田　和郎 平 9. 1. 1内   小   診療所
     呉市安浦町中央４丁目１－１１ 常　勤:    1理事長　西田　和郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239940,1008,6 医療法人　西本会　安〒737-2501 0823-84-2075医療法人　西本会　理久保田　陽介 昭32.10.31精神       120病院
     (40,3039,5) 浦病院 呉市安浦町女子畑１３３ 常　勤:    1事長　西本　慶次 新規 精   神   内  現存
     (医       1) 平29. 9. 1小   歯   
     非常勤:   13 主たる診療科を
     (医      10) 変更
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240040,1013,6 医療法人　山下内科ク〒737-2603 0823-87-2145医療法人　山下内科ク山下　善寛 平11. 5. 1内   消   胃  診療所
     リニック 呉市川尻町西２丁目４－２８ 常　勤:    2リニック　理事長　山 組織変更 呼   循   放  現存
     (医       2)下　善寛 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240140,1014,4 藤田医院 〒737-2603 0823-87-2067医療法人　藤田医院　藤田　恵子 平 2. 9. 1内   診療所
     呉市川尻町西２丁目１４－２５ 常　勤:    1理事長　藤田　恵子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 240240,1040,9 南海診療所 〒739-2403 0846-45-0131大木　恵 大木　恵 平13. 3.20内   外   整外診療所
     東広島市安芸津町風早２０２７ 常　勤:    1 交代 リハ 放   リウ現存
     (医       1) 平25. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240340,1042,5 医療法人社団　たつき〒737-2607 0823-87-2529医療法人社団　たつき菅田　宗樹 平11.10. 1外   内   整外診療所
     会　菅田医院 呉市川尻町東１丁目２１－１ 常　勤:    1会　菅田医院　理事長 組織変更 皮   放   現存
     (医       1)　菅田　宗樹 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240440,1044,1 医療法人社団　住吉医〒737-2607 0823-87-6123医療法人社団　住吉医住吉　睦人 平 3. 4. 1小   内   診療所
     院 呉市川尻町東１丁目１０－１２ 常　勤:    2院　理事長　住吉　睦 組織変更 現存
     (医       2)人 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240540,1047,4 川尻内科診療所 〒737-2603 0823-87-6181朝倉　靖夫 朝倉　靖夫 平 8. 9. 1内   呼   消  診療所
     呉市川尻町西１丁目４－７ 常　勤:    1 移転 皮   気食 リハ現存
     (医       1) 平29. 9. 1放   心内 リウ
     アレ 循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240640,1052,4 かわぐち胃腸科 〒737-2603 0823-87-0113河口　弘行 河口　弘行 平 9. 4. 1内   消   診療所
     呉市川尻町西１丁目３５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240740,1057,3 戸井外科内科医院 〒737-2516 0823-84-6676戸井　文七 戸井　文七 平13. 8. 1外   内   胃  診療所
     呉市安浦町中央５丁目１２－５０常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240840,1058,1 つるが眼科 〒737-2516 0823-84-0551敦賀　孝典 敦賀　孝典 平16. 5. 1眼   診療所
     呉市安浦町中央５丁目２－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240941,1023,3 医療法人社団奉佑会　〒722-0343 08487-6-0112医療法人社団奉佑会本本多　元陽 平 8. 6. 1内   外   診療所
     本多医院 尾道市御調町丸河南７２１－１ 常　勤:    1多医院　理事長　本多 組織変更 現存
     (医       1)　元陽 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241041,1025,8 土本ファミリークリニ〒722-0073 0848-44-0246医療法人土本医院　理土本　薫 平12. 9. 1内   小   診療所
     ック 尾道市向島町５９００ 常　勤:    1事長　土本　薫 移転 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241141,1026,6 三宅医院 〒722-0073 0848-44-1048三宅　規之 三宅　規之 平 6.11. 1呼   胃   外  診療所
     尾道市向島町５７６－１ 常　勤:    1 交代 整外 こう 放  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 241241,1027,4 山本医院 〒722-0073 0848-44-0308山本　克己 山本　克己 平11. 4. 1内   循   診療所
     尾道市向島町１４７７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241341,1029,0 大田垣医院 〒722-0073 0848-44-0660大田垣　博文 大田垣　博文 平10. 6. 1内   診療所
     尾道市向島町５４２－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241441,1032,4 医療法人一期会　戸谷〒722-0341 0848-76-0160医療法人一期会戸谷医戸谷　公明 平 7. 2. 1内   放   診療所
     医院 尾道市御調町神１０１ 常　勤:    1院　理事長　戸谷　公 組織変更 現存
     (医       1)明 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241541,1035,7 医療法人社団博和会　〒722-0073 0848-45-0555医療法人社団博和会　吉田　真里 平元.10. 1一般         4診療所
     得本医院 尾道市向島町５４５０ 常　勤:    1得本医院　理事長　吉 組織変更 療養        15現存
     (医       1)田　真里 平28.10. 1整外 リウ 外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241641,1038,1 医療法人社団　八木診〒722-0342 08487-6-2255医療法人社団八木診療八木　徹 平 7. 5. 1内   外   整外診療所
     療所 尾道市御調町大田３ 常　勤:    1所　理事長　八木　徹 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241741,1041,5 高原内科循環器科 〒722-0073 0848-45-2881医療法人社団高原内科高原　光弘 平 7. 5. 1内   呼   胃  診療所
     尾道市向島町５６１７－５１ 常　勤:    1循環器科　理事長　高 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1)原　光弘 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241841,1043,1 医療法人社団　小坂耳〒722-0073 0848-45-3336医療法人社団　小坂耳小坂　史郎 平15.10. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科クリニック 尾道市向島町５８８３－７ 常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　小坂　史郎 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241942,1002,5 公立世羅中央病院 〒722-1112 08472-2-1127世羅中央病院企業団　末広　真一 昭32. 7. 1一般       135病院
     (42,3008,6) 世羅郡世羅町大字本郷９１８－３常　勤:   15企業長　多幾山　渉 新規 療養        20現存
     (医      14) 平29. 7. 1内   脳内 小  
     (歯       1) 外   呼外 整外
     非常勤:   23 脳外 リハ 皮  
     (医      20) ひ   産婦 耳い
     (歯       3) 麻   歯   歯外
     矯歯 他   
     他－２件　血液
     内科、消化器外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 242042,1014,0 医療法人　岸医院 〒722-1701 08473-7-2222医療法人岸医院　理事岸　直彦 昭63.11. 1内   外   診療所
     世羅郡世羅町大字小国４５１３－常　勤:    1長　岸　直彦 組織変更 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242142,1022,3 医療法人社団　瀬尾医〒722-1112 0847-22-1148医療法人社団　瀬尾医瀬尾　泰樹 平 2.12. 1一般        19診療所
     院 世羅郡世羅町本郷８２５－１ 常　勤:    1院　理事長　瀬尾　泰 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1)樹 平29.12. 1小   外   麻  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242242,1035,5 医療法人社団　藤原眼〒722-1112 0847-22-0077医療法人社団藤原眼科藤原　紀男 平 7. 2. 1一般        10診療所
     科 世羅郡世羅町大字本郷１０２８ 常　勤:    1　理事長　藤原　紀男 移転 眼   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242342,1038,9 森岡医院 〒722-1121 08472-2-3110医療法人社団甲知会　森岡　栄 平 7.12. 1内   胃   外  診療所
     世羅郡世羅町大字西上原４８２－常　勤:    1理事長　森岡　栄 組織変更 皮   こう リハ療養病床
     １３ (医       1) 平28.12. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242442,1039,7 医療法人社団　藤谷内〒722-1112 0847-22-3511医療法人社団　藤谷内藤谷　征壯 平13.10. 1内   胃   循  診療所
     科 世羅郡世羅町大字本郷１０２５－常　勤:    1科　理事長　藤谷　征 組織変更 現存
     ３ (医       1)壯 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242542,1040,5 三川診療所 〒729-3307 0847-24-1717医療法人社団甲知会　松本　光仁 平 8. 3. 1内   胃   外  診療所
     世羅郡世羅町大字伊尾１９６６－常　勤:    1理事長　森岡　栄 新規 皮   こう リハ休止
     １ (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242642,1041,3 医療法人社団　卜部医〒722-1112 08472-5-0116医療法人社団　卜部医卜部　利眞 平10.10. 1一般        14診療所
     院　うらべ医院 世羅郡世羅町大字本郷字広瀬６１常　勤:    2院　理事長　卜部　利 新規 内   他   現存
     ４－１ (医       2)眞 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242742,1042,1 正覚　クリニック 〒722-1202 0847-25-2251正覺　雅洋 ショウカク　マサヒロ平25. 7. 1内   外   診療所
     世羅郡世羅町安田６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242842,1043,9 さともとクリニック 〒722-1111 0847-22-0222里本　一剛 里本　一剛 平25.10. 2内   外   診療所
     世羅郡世羅町寺町１５５７－２ 常　勤:    1 新規 胃腸内科、肛門現存
     (医       1) 平25.10. 2外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 242943,1008,0 常石医院 〒720-0313 0849-87-0045社会医療法人社団　沼明石　英男 平 8.12. 1内   小   外  診療所
     福山市沼隈町大字常石１０８３ 常　勤:    1南会　理事長　檜谷　 その他 整外 現存
     (医       1)鞠子 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243043,1013,0 医療法人社団　健信会〒720-0311 084-987-1252医療法人社団　健信会木下　雅晴 平14. 4. 1一般         5診療所
     　木下メディカルクリ福山市沼隈町草深１７１１ 常　勤:    1　木下メディカルクリ 組織変更 療養        14療養病床
     ニック (医       1)ニック　理事長　木下 平26. 4. 1外   整外 胃  現存
     非常勤:    1　雅晴
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243143,1017,1 高橋医院 〒720-0311 0849-87-2345医療法人　高橋医院　髙橋　浩 平14. 7. 1内   小   外  診療所
     福山市沼隈町草深４２８－１ 常　勤:    2理事長　高橋　浩 移転 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243243,1018,9 倉田内科医院 〒720-0402 0849-88-0111医療法人悠友会　理事倉田　要 平元.10. 1内   消   循  診療所
     福山市沼隈町中山南１２３３－３常　勤:    1長　倉田　要 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243343,1019,7 「ゼノ」診療所 〒720-0311 084-987-0357社会福祉法人「ゼノ」堀　泰雄 昭58. 8. 1内   精   神  診療所
     (43,3009,2) 福山市沼隈町草深２２３ 常　勤:    1少年牧場　理事長　寳 新規 神内 歯   現存
     (医       1)子丸　周吾 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243443,1023,9 沼隈病院 〒720-0402 084-988-1888社会医療法人社団　沼太田　保 平 8.12. 1一般        60病院
     福山市沼隈町中山南４６９－３ 常　勤:   10南会　理事長　檜谷　 新規 療養        58療養病床
     (医      10)鞠子 平29.12. 1内   呼   胃  現存
     非常勤:   18 循   小   外  
     (医      18) 整外 こう 婦  
     耳い リハ 形外
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243543,1024,7 佐々木内科クリニック〒720-0311 084-980-0333佐々木　昌也 佐々木　昌也 平14.12. 1内   胃   小  診療所
     福山市沼隈町草深１９６４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243643,1025,4 村上泌尿器科内科医院〒720-0313 084-980-0115村上　純一 村上　純一 平17. 1. 1ひ   内   診療所
     福山市沼隈町常石２６３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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 243744,1006,2 竹丸外科胃腸科 〒720-2124 084-963-0367医療法人　英知会　理竹丸　文夫 平11. 4. 1内   消胃 外  診療所
     福山市神辺町川南３１７５ 常　勤:    1事長　竹丸　文夫 組織変更 整外 皮   リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243844,1007,0 医療法人穣和会　藤田〒720-2123 0849-62-0720医療法人穣和会藤田医藤田　興 平 7.12. 1内   循   小  診療所
     医院 福山市神辺町川北１３０－１ 常　勤:    1院　理事長　藤田　興 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243944,1027,8 片山整形外科医院 〒720-2124 084-962-0726片山　元文 片山　元文 平 8. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     福山市神辺町川南１３７３－５ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244044,1028,6 医療法人　社団成恵会〒720-2124 084-962-2832医療法人　社団成恵会山手　貴詔 平14.10. 1一般        19診療所
     　やまてクリニック 福山市神辺町川南１０４４－４ 常　勤:    3　やまてクリニック　 組織変更 内   ひ   循  現存
     (医       3)理事長　山手　貴詔 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244144,1029,4 医療法人社団　柚木外〒720-2123 0849-63-1311医療法人社団　柚木外柚木　知政 平 9.11. 1一般         6診療所
     科医院 福山市神辺町川北９５４－４ 常　勤:    1科医院　理事長　柚木 組織変更 療養         7現存
     (医       1)　利紀 平24.11. 1外   胃   こう
     整外 皮ひ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244244,1030,2 医療法人社団碧会　井〒720-2122 0849-63-0730医療法人社団碧会井口玉田　隆 平 9. 4. 1一般        19診療所
     口産婦人科小児科医院福山市神辺町新湯野７１－４ 常　勤:    1産婦人科小児科医院　 移転 産婦 小   現存
     (医       1)理事長　玉田　隆 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244344,1031,0 大城外科医院 〒720-2106 084-963-3650大城　幸治 大城　幸治 昭52.11. 1内   胃   外  診療所
     福山市神辺町十九軒屋３０ 常　勤:    1 新規 整外 放   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244444,1034,4 医療法人　慈彗会　亀〒720-2117 084-966-0066医療法人　慈彗会　理亀川　禎央 平17.11. 1一般        24病院
     川病院 福山市神辺町下御領６８２－１ 常　勤:    5事長　亀川　陸雄 組織変更 療養        50療養病床
     (医       5) 平29.11. 1整外 内   形外現存
     非常勤:   11 眼   麻   リハ
     (医      11) 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244544,1035,1 医療法人社団　藤崎眼〒720-2124 084-963-2277医療法人社団　藤崎眼皿田　勝久 平元.11. 1眼   診療所
     科医院 福山市神辺町川南３１４３－１ 常　勤:    1科医院　理事長　皿田 組織変更 現存
     (医       1)　勝久 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244644,1036,9 いぐち内科 〒720-2126 084-963-2481井口　富紀子 井口　富紀子 昭59. 3. 1内   消   循  診療所
     福山市神辺町徳田８４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
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 244744,1037,7 備後福祉会　神辺ホー〒720-2103 084-962-3000社会福祉法人備後福祉栗村　統 昭62. 4. 1内   診療所
     ム診療所 福山市神辺町西中条１２８８ 常　勤:    1会　理事長　野田　博 新規 現存
     (医       1)之 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244844,1038,5 上田内科 〒720-2121 0849-63-5446上田　明 上田　明 昭63. 6. 1内   呼   消  診療所
     福山市神辺町湯野３７８－１３ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244944,1039,3 大内耳鼻咽喉科医院 〒720-2125 0849-62-3663大内　玄 大内　玄 平 2. 7. 1耳   い   診療所
     福山市神辺町新徳田３－５２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245044,1040,1 医療法人社団清和会　〒720-2104 0849-62-3633医療法人社団清和会柴柴田　和成 平 5. 8. 1内   呼   消  診療所
     柴田内科 福山市神辺町道上１－１７ 常　勤:    2田内科　理事長　柴田 組織変更 循   現存
     (医       2)　和成 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245144,1041,9 小川内科胃腸科 〒720-2125 0849-62-3883医療法人社団ひまわり小川　晃 平 6. 7. 1内   胃   循  診療所
     福山市神辺町新徳田５４５－１ 常　勤:    2会小川内科胃腸科　理 組織変更 リハ 呼   アレ現存
     (医       2)事長　小川　晃 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245244,1042,7 フジタクリニック 〒720-2124 0849-63-6848藤田　博久 藤田　博久 平 5. 4. 1内   精   神  診療所
     福山市神辺町川南３１６２－１ 常　勤:    1 新規 神内 心内 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245344,1043,5 医療法人社団　誠心会〒720-2125 0849-63-7575医療法人社団　誠心会上田　讓二 平13. 4. 1皮   アレ 診療所
     　うえだ皮ふ科クリニ福山市神辺町新徳田３丁目５４２常　勤:    1　うえだ皮ふ科クリニ 組織変更 現存
     ック －１ (医       1)ック　理事長　上田　 平25. 4. 1
     讓二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245444,1044,3 医療法人社団　親愛会〒720-2104 084-960-3020医療法人社団　親愛会髙橋　一則 平15. 4. 1脳外 リハ 放  診療所
     　髙橋脳神経外科 福山市神辺町道上３００４ 常　勤:    1　理事長　髙橋　一則 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245544,1045,0 優輝整形リハビリステ〒720-2124 084-962-4004医療法人社団　トータ重政　勝之 平14.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ーション 福山市神辺町川南１０５－１ 常　勤:    1ルケアグループ　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　重政　勝之 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245644,1046,8 医療法人　まが医院 〒720-2116 084-963-3127医療法人　まが医院　間賀　俊朗 平17. 4. 1内   胃   小  診療所
     福山市神辺町平野１２１－５ 常　勤:    1理事長　間賀　俊朗 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 245744,1047,6 みはら眼科 〒720-2125 0849-60-5525医療法人社団　豊仁会三原　昭美 平13.12. 1一般         4診療所
     福山市神辺町新徳田２丁目３０９常　勤:    3　三原医院　理事長　 新規 眼   現存
     (医       3)三原　研一 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245844,1050,0 さかい内科 〒720-2122 084-963-3507坂井　宣行 坂井　宣行 平16.11. 1内   消   アレ診療所
     福山市神辺町新湯野４１－５ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245944,1051,8 きぬた小児科 〒720-2124 084-962-5551絹田　恵子 絹田　恵子 平17.10. 1小   診療所
     福山市神辺町川南９６０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246045,1005,1 寺岡記念病院 〒729-3103 0847-52-3140社会医療法人社団陽正武田　昌 昭52. 2. 1一般       211病院
     福山市新市町大字新市３７ 常　勤:   15会　理事長　寺岡　暉 組織変更 療養        52療養病床
     (医      15) 平28. 2. 1内   外   整外現存
     非常勤:  198 脳外 ひ   リハ
     (医     198) リウ 形外 神内
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246145,1026,7 医療法人　三島医院 〒729-3104 0847-51-2103医療法人三島医院　理三島　崇輝 平元. 6. 1療養        18診療所
     福山市新市町宮内１８６－５ 常　勤:    1事長　三島　崇輝 組織変更 内   小   眼  現存
     (医       1) 平28. 6. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246245,1038,2 医療法人社団　藤原小〒729-3104 0847-52-7287医療法人社団　藤原小管理者　不在 平元.10. 1内   小   診療所
     児科 福山市新市町宮内２３－３ 児科　理事長　藤原　 組織変更 休止
     倫昌 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246345,1039,0 池田医院 〒729-3101 0847-51-2098医療法人社団修和会　池田　純 平 2. 6. 1内   胃   放  診療所
     福山市新市町戸手２１２１－１ 常　勤:    1理事長　池田　純 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246445,1040,8 金高整形外科医院 〒729-3101 0847-51-5789医療法人社団聖医会　金高　利昌 平 7.12. 1整外 リハ リウ診療所
     福山市新市町大字戸手８１４－１常　勤:    1理事長　金高　利昌 組織変更 休止
     ０ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246545,1041,6 石川クリニック 〒729-3106 0847-51-8650医療法人社団石川クリ石川　政則 平 8. 4. 1外   内   皮  診療所
     福山市新市町大字上安井５０ 常　勤:    1ニック　理事長　石川 組織変更 現存
     (医       1)　政則 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 246646,1025,7 鈴木クリニック 〒729-3515 鈴木　強 鈴木　強 平 8.11. 1内   胃   外  診療所
     神石郡神石高原町福永甲１４４１常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246746,1026,5 吉實クリニック 〒720-1812 08478-2-0005吉實　憲 吉實　憲 平10. 4. 1内   外   麻  診療所
     神石郡神石高原町油木乙６６７６常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     －１５ (医       1) 平28. 4. 1先頭標榜科の変
     更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246846,1027,3 神石高原町立病院 〒720-1522 0847-85-2711神石高原町長　入江　原田　亘 平21. 4. 1一般        47病院
     神石郡神石高原町小畠１７６３－常　勤:    5嘉則 新規 療養        36療養病床
     ２ (医       5) 平27. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   27 眼   リハ 他  
     (医      27) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246947,1031,3 医療法人幸仁会　三玉〒729-3431 0847-62-3311医療法人幸仁会　理事山添　信幸 平10. 4. 1内   外   整外診療所
     医院 府中市上下町上下１０１３－１ 常　勤:    2長　山添　信幸 その他 眼   小   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247048,1001,4 三浦クリニック 〒729-4211 0824-43-2020三浦　誠司 三浦　誠司 平 7. 5. 1内   胃   診療所
     三次市吉舎町吉舎７７０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247148,1005,5 今井医院 〒729-4304 0824-44-2019今井　徹 今井　徹 平 4. 4. 1内   外   診療所
     三次市三良坂町三良坂２６３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247248,1006,3 星田医院 〒729-4207 0824-43-2581医療法人社団星田医院星田　昌吾 平 3. 1. 1内   診療所
     三次市吉舎町敷地１４９７－１ 常　勤:    1　理事長　星田　昌吾 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247348,1007,1 津島医院 〒729-6702 0824-52-2116医療法人津島医院　理津島　弘文 平 6. 7. 1内   小   皮  診療所
     三次市三和町敷名４８３０－１ 常　勤:    1事長　津島　弘文 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247448,1016,2 医療法人社団　中村医〒728-0201 0824-54-2006医療法人社団中村医院中村　英典 平 9.12. 1内   診療所
     院 三次市布野町上布野１４８５番地常　勤:    1　理事長　中村　英典 移転 現存
     １ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247548,1027,9 高場クリニック 〒729-4304 0824-44-2057高場　憲夫 高場　憲夫 昭63. 3.24内   小   診療所
     三次市三良坂町三良坂８７７－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247648,1028,7 医療法人　たかば内科〒729-4304 0824-44-2025医療法人　たかば内科高場　敦久 平 3. 1. 1一般         3診療所
     医院 三次市三良坂町三良坂１０９６－常　勤:    2医院　理事長　高場　 組織変更 療養        15療養病床
     ３ (医       2)敦久 平30. 1. 1内   他   現存
     非常勤:    1 消化器内科、循
     (医       1) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247748,1043,6 田中医院 〒729-4211 0824-43-2109岩崎　光彦 岩崎　光彦 平12. 4. 1内   外   診療所
     三次市吉舎町吉舎４９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247848,1044,4 おおたクリニック 〒729-6702 0824-52-3177太田　市郎 太田　市郎 平14.11. 1整外 リハ 診療所
     三次市三和町敷名１１４６１－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247949,1005,3 医療法人社団千手会　〒729-5121 08477-2-0023医療法人社団千手会瀬細川　鎮史 平 5. 2. 1内   他   放  診療所
     瀬尾医院 庄原市東城町川東１６３－７ 常　勤:    1尾医院　理事長　細川 組織変更 他１件：消化器現存
     (医       1)　鎮史 平29. 2. 1内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248049,1012,9 医療法人社団増原会　〒729-5121 08477-2-2150医療法人社団増原会　増原　章 昭62. 4. 5一般    病院
     東城病院 庄原市東城町川東１４６３－１ 常　勤:    5理事長　増原　章 交代 療養        50療養病床
     (医       5) 平30. 5. 1外   内   皮  現存
     非常勤:    4 他   リハ 
     (医       4) 他－肛門外科、
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248149,1013,7 日傳医院 〒729-5125 08477-2-2180日傳　晶夫 日傳　晶夫 平12. 3.23内   小   外  診療所
     庄原市東城町川西４９３－１ 常　勤:    1 交代 胃   現存
     (医       1) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248249,1020,2 医療法人社団　国原医〒727-0114 08248-9-2310医療法人社団　国原医国原　玄一郎 平14.10. 1内   小   放  診療所
     院 庄原市口和町永田４０２－４ 常　勤:    1院　理事長　国原　玄 組織変更 現存
     (医       1)一郎 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248349,1035,0 田中診療所 〒727-0301 0824-85-2333医療法人社団こぶし会田中　芳夫 平元.10. 1内   胃   診療所
     庄原市比和町比和７３４ 常　勤:    1　田中診療所　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　田中　芳夫 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248449,1037,6 細川医院 〒729-5124 08477-2-0054医療法人社団杏亮会　細川　かをり 平 4. 3. 1一般        10診療所
     庄原市東城町東城１３３－１ 常　勤:    1理事長　細川　かをり 組織変更 療養         9現存
     (医       1) 平28. 3. 1内   呼   胃  
     循   小   外  
     皮   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248549,1039,2 阿多医院 〒729-5731 08248-2-2619阿多　雄一 阿多　雄一 平 5. 1. 1内   小   診療所
     庄原市西城町西城６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248680,1001,7 広島大学病院 〒734-8551 082-257-5555国立大学法人　広島大木内　良明 昭32.10. 1一般       724特定機能
     (80,3001,1) 広島市南区霞１丁目２－３ 常　勤:  753学　学長　越智　光夫 新規 精神        20病院
     (医     550) 平28. 2. 1一般（感染） 現存
     (歯     203)     感染     2
     非常勤:  286 内   脳外 脳内
     (医     220) 精   眼   耳い
     (歯      66) 呼内 呼外 心外
     皮   整外 形外
     麻   リウ ひ  
     産婦 小   小外
     病理 リハ 歯  
     矯歯 小歯 歯外
     他   
     他１３件　循内
     、消・代謝内科
     、消外、移植外
     科、内分
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248780,1003,3 独立行政法人国立病院〒737-0023 0823-22-3111独立行政法人国立病院谷山　清己 昭32. 7. 1一般       580病院
     (80,3002,9) 機構　呉医療センター呉市青山町３－１ 常　勤:  112機構　理事長　楠岡　 新規 精神        50現存
     (医     108)英雄 平29. 7. 1内   精   神内
     (歯       4) 呼内 小   外  
     非常勤:   62 整外 形外 脳外
     (医      62) 呼外 心外 小外
     皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リハ 麻   病理
     歯   歯外 他  
     内分泌・糖尿病
     内科、腎臓内科
     、血液内科、腫
     瘍内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248880,1004,1 独立行政法人国立病院〒720-8520 084-922-0001独立行政法人国立病院岩垣　 巳 昭41. 8.15一般       410病院
     機構　福山医療センタ福山市沖野上町４丁目１４－１７常　勤:   87機構　理事長　楠岡　 移転 内   精   呼内現存
     ー (医      77)英雄 平29. 8.15小   外   整外
     (薬      10) 形外 脳外 呼外
     非常勤:   25 小外 皮   ひ  
     (医      25) 産   婦   眼  
     リハ 麻   他  
     他－１７件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248980,1005,8 独立行政法人国立病院〒739-0696 0827-57-7151独立行政法人国立病院奥谷　卓也 昭32. 7. 1一般       440病院
     (80,3010,2) 機構　広島西医療セン大竹市玖波４丁目１－１ 常　勤:   40機構　理事長　楠岡　 新規 内   精   神内現存
     ター (医      40)英雄 平29. 7. 1呼   消   循  
     非常勤:   55 アレ リウ 小  
     (医      53) 外   整外 皮  
     (歯       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯   他   
     他３件　腎臓内
     科、肝臓内科、
     糖尿病・内分泌
     代謝
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249080,1006,6 独立行政法人国立病院〒739-0041 082-423-2176独立行政法人国立病院勇木　清 昭32. 7. 1一般       381病院
     (80,3005,2) 機構　東広島医療セン東広島市西条町寺家５１３ 常　勤:   72機構　理事長　楠岡　 新規 結核        50現存
     ター (医      71)英雄 平29. 7. 1一般（感染）
     (薬       1)              4
     非常勤:   23 他   精   神内
     (医      20) 呼内 小   外  
     (歯       3) 整外 脳外 呼外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   リハ
     歯   
     内分・糖内、腎
     内、消内、血内
     、循内、病診
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249180,1008,2 独立行政法人国立病院〒739-2621 0823-82-3000独立行政法人国立病院坂尾　良一 昭32. 7. 1一般       100病院
     (80,3007,8) 機構　賀茂精神医療セ東広島市黒瀬町南方９２ 常　勤:   11機構　理事長　楠岡　 新規 精神       312現存
     ンター (医      11)英雄 平29. 7. 1内   神内 心内
     非常勤:   19 精   歯   リハ
     (医      15)
     (歯       4)
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 249280,1009,0 広島逓信病院 〒730-8798 082-224-5355日本郵政株式会社　代杉山　悟 昭55.12. 1一般       110病院
     広島市中区東白島町１９－１６ 常　勤:   16表執行役社長　長門　 新規 内   小   外  現存
     (医      16)正貢 平28.12. 1整外 産婦 眼  
     非常勤:   47
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


