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    101,1020,2 医療法人水の木会　下〒759-6613 083-258-0338医療法人水の木会　理水木　寛 昭32.10.31精神       211病院
     関病院 下関市富任町６丁目１８番１８号常　勤:    8事長　水木　寛 新規 精神        48現存
     (医       8) 平29.10.31精神        32
     非常勤:    6 精   心内 神内
     (医       6) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1027,7 医療法人其桃会　西尾〒750-0025 083-223-8138医療法人其桃会　理事西尾　秀樹 昭52.10.31療養        75病院
     病院 下関市竹崎町１丁目１６番３号 常　勤:    2長　西尾　秀樹 新規 内   リハ 他  療養病床
     (医       2) 平29.10.31他：循環器内科現存
     非常勤:    9 　血液内科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1065,7 サンデン交通診療所 〒750-0046 083-231-1000サンデン交通株式会社小畑　秀登 昭32.10.31内   診療所
     下関市羽山町３番３号 常　勤:    1　取締役社長　河内　 新規 現存
     (医       1)秀夫 平29.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1100,2 医療法人　長府病院 〒752-0973 083-245-1131医療法人長府病院　理加藤　吉晴 昭32.10.31一般 病院
     下関市長府中之町２番４号 常　勤:    2事長　加藤　吉晴 新規     一般    60療養病床
     (医       2) 平29.10.31内   神内 呼  現存
     非常勤:   12 消   循   外  
     (医      12) 整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1124,2 独立行政法人地域医療〒750-0061 083-231-5811独立行政法人地域医療佐々木　功典 昭34. 8. 7一般       285地域支援
     (01,3114,7) 機能推進機構　下関医下関市上新地町３丁目３番８号 常　勤:   45機能推進機構　院長　 新規 結核        30病院
     療センター (医      43)佐々木　功典 平28. 8. 7内   精   神内現存
     (歯       2) 外   整外 脳外
     非常勤:    6 呼外 皮   ひ  
     (医       6) 婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     病理 歯外 呼内
     他   
     糖内・血内・血
     外・消内・消外
     ・循内・緩和ケ
     ア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1151,5 近藤眼科 〒750-1144 083-282-1835近藤　勉 近藤　勉 昭48. 4. 1眼   診療所
     下関市小月茶屋２丁目１番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    701,1159,8 光風園病院 〒752-0928 083-248-0254医療法人愛の会　理事木下　祐介 昭32.10.31一般        60病院
     下関市長府才川２丁目２１番２号常　勤:    7長　木下　毅 新規 療養        90療養病床
     (医       7) 平29.10.31療養        58現存
     非常勤:   20 療養        60
     (医      20) 療養        26
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1226,5 医療法人山陽会　長門〒751-0885 083-256-2011医療法人山陽会　理事稲野　秀 昭39. 5. 1精神 病院
     一ノ宮病院 下関市形山みどり町１７番３５号常　勤:    4長　稲野　秀 新規     精神   188現存
     (医       4) 平30. 5. 1精   他   心内
     非常勤:   10 小   
     (医      10) 他：児童精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1241,4 佐島医院 〒750-0008 083-222-2321佐島　 一 佐島　 一 昭40. 8. 2一般        17診療所
     下関市田中町１４番１８号 常　勤:    1 新規 外   整外 脳外現存
     (医       1) 平28. 8. 2皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1272,9 下関市医師会病院 〒751-0831 083-252-2188一般社団法人　下関市真弓　武仁 昭43. 1. 7一般        64病院
     下関市大学町２丁目１番２号 常　勤:    1医師会　会長　木下　 新規 内   放   休止
     (医       1)毅 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1288,5 五十嵐内科 〒751-0827 083-252-0733五十嵐　瑞郎 五十嵐　瑞郎 昭43. 8.28内   胃   循  診療所
     下関市幡生本町７番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1298,4 古賀耳鼻咽喉科医院 〒750-0054 083-231-7788古賀　郁彦 古賀　郁彦 昭51. 6. 1耳い 気食 診療所
     下関市西大坪町７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1304,0 おがた婦人科クリニッ〒750-0007 083-223-5080緒形　健 緒形　健 昭52. 7. 1産婦 診療所
     ク 下関市赤間町３番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1305,7 神鋼長府診療所 〒752-0953 083-246-0339株式会社神戸製鋼所長近石　泰弘 昭52. 6. 1内   診療所
     下関市長府港町１４番１号 常　勤:    1府製造所　所長　西口 新規 現存
     (医       1)　昭洋 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1501,1313,1 下関市夜間急病診療所〒751-0831 083-252-3789下関市長　前田　晋太木下　毅 昭52.10. 1内   小   診療所
     下関市大学町２丁目１番３号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:   62
     (医      62)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1320,6 有馬内科医院 〒750-0084 083-266-2509有馬　正 有馬　正 昭53.12. 1内   循   小  診療所
     下関市彦島向井町２丁目９番５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1322,2 医療法人社団青寿会　〒751-0833 083-252-2124医療法人社団青寿会　時澤　郁夫 昭54. 1. 1一般        60病院
     (01,3197,2) 武久病院 下関市武久町２丁目５３番８号 常　勤:   13理事長　頴原　健 新規 療養       207療養病床
     (医      12) 平30. 1. 1療養        18現存
     (歯       1) 療養        95
     非常勤:   17 内   他   整外
     (医      17) ひ   リハ 皮  
     歯   
     他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1327,1 医療法人元洋会　森山〒750-0002 083-231-0781医療法人元洋会　理事森山　秀樹 昭54. 9. 1療養        86病院
     病院 下関市宮田町２丁目８番２０号 常　勤:    4長　森山　秀樹 新規 療養        48現存
     (医       4) 平24. 9. 1内   リハ 
     非常勤:   11 消化器内科
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1332,1 西尾医院 〒750-0014 083-222-3060西尾　武 西尾　武 昭55. 4. 1皮   ひ   性  診療所
     下関市岬之町９番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1333,9 西尾内科 〒750-0006 083-222-1752西尾　和政 西尾　和政 昭55. 5. 1内   胃   診療所
     下関市南部町１７番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1346,1 後藤医院 〒751-0849 083-252-1682後藤　一紀 後藤　一紀 昭56. 6.21内   診療所
     下関市綾羅木本町２丁目６番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2201,1361,0 医療法人社団松涛会　〒759-6604 083-258-3711医療法人社団松涛会　戸田　健一 昭58.12. 1一般 病院
     安岡病院 下関市横野町３丁目１６番３５号常　勤:    9理事長　斎藤　正樹 新規     一般    62現存
     (医       9) 平28.12. 1療養
     非常勤:   32     療養   102
     (医      32) 療養
         療養    60
     療養
         療養    54
     内   整外 リハ
     呼内 他   
     他：脳神経内科
     、緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1364,4 伊藤皮膚科医院 〒750-0075 083-266-9595伊藤　佐與美 伊藤　佐與美 昭59. 6. 1皮   診療所
     下関市彦島江の浦町９丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1365,1 宮崎内科クリニック 〒750-0018 083-222-2165宮崎　誠司 宮崎　誠司 昭59. 7. 1内   胃   消  診療所
     下関市豊前田町２丁目７番７号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1367,7 医療法人星の里会　岡〒750-1142 083-282-0070医療法人　星の里会　岡　文佳 昭60. 3. 1療養 病院
     病院 下関市小月本町２丁目１５番２０常　勤:    1理事長　岡　保人 新規     療養    46現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1療養
     非常勤:   50     療養    46
     (医      50) 外   内   整外
     脳外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1369,3 青葉こどもクリニック〒751-0872 083-256-1622倉光　誠 倉光　誠 平12. 5. 1小   診療所
     下関市秋根南町２丁目２番２２号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1370,1 医療法人社団季朋会　〒752-0915 083-248-3631医療法人社団季朋会　大薮　靖彦 昭60. 8. 1療養       225病院
     (01,3214,5) 王司病院 下関市王司本町１丁目１８番２７常　勤:    8理事長　麻上　千鳥 新規 精神        70現存
     号 (医       7) 平24. 8. 1内   精   皮  
     (歯       1) ひ   整外 リハ
     非常勤:   29 他   脳外 歯  
     (医      29) 他：消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1376,8 三井医院 〒751-0837 083-252-3159三井　健史 三井　健史 昭61. 5. 1内   小   診療所
     下関市山の田中央町１２番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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   2901,1377,6 吉本医院 〒750-0041 083-222-9390吉本　正博 吉本　正博 昭61. 5. 1内   小   診療所
     下関市向洋町３丁目１２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1380,0 彦島製錬株式会社診療〒750-0093 083-266-3134彦島製錬株式会社　代安藤　正也 昭61. 8. 1内   診療所
     所 下関市彦島西山町１丁目１番１号常　勤:    1表取締役　西嶋　章 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1386,7 彦島眼科 〒750-0075 083-267-8864松本　洋子 松本　洋子 昭63. 1. 1眼   診療所
     下関市彦島江の浦町８丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1387,5 医療法人茜会　吉水内〒750-0061 083-232-8600医療法人茜会　理事長 水　一郎 昭63. 2. 1内   診療所
     科 下関市上新地町１丁目５番２号 常　勤:    2　吉水　一郎 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1392,5 医療法人茜会　勝山サ〒751-0883 083-256-8866医療法人茜会　理事長西尾　敬 昭63.10. 1療養 診療所
     テライトクリニック 下関市大字田倉２４２の１ 常　勤:    1　吉水　一郎 新規     療養     7療養病床
     (医       1) 平24.10. 1療養 現存
     非常勤:    6     療養    12
     (医       6) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1393,3 藤野産婦人科医院 〒751-0831 083-252-2200藤野　俊夫 藤野　俊夫 平 8. 9.20一般        16診療所
     下関市大学町１丁目４番２４号 常　勤:    3 移転 産婦 現存
     (医       3) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1398,2 医療法人社団　山口整〒750-0075 083-267-6699医療法人社団山口整形山口　芳英 平元. 5. 1整外 リハ 診療所
     形外科 下関市彦島江の浦町１丁目５番２常　勤:    1外科　理事長　山口　 新規 現存
     ４号 (医       1)芳英 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1401,4 医療法人社団弥生会　〒751-0849 083-252-4130医療法人社団弥生会　野村　弥生 平元. 6. 1眼   診療所
     野村眼科医院 下関市綾羅木本町４丁目１０番１常　勤:    1理事長　野村　弥生 新規 現存
     ８号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1403,0 医療法人社団小波会　〒750-0059 083-222-2121医療法人社団小波会小小林　光昭 平元. 6. 1内   放   診療所
     小波内科放射線科 下関市汐入町１９番１８号 常　勤:    1波内科放射線科　理事 新規 現存
     (医       1)長　小林　光昭 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3801,1404,8 医療法人社団　新田整〒759-6611 083-258-5351医療法人社団新田整形新田　昭夫 平元. 6. 1整外 リハ 診療所
     形外科 下関市安岡本町２丁目１１番３７常　勤:    1外科　理事長　新田　 新規 現存
     号 (医       1)昭夫 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1406,3 医療法人社団　園田内〒750-0081 083-267-6219医療法人社団園田内科園田　準 平元. 8. 1内   胃   診療所
     科胃腸科 下関市彦島角倉町１丁目１１番３常　勤:    1胃腸科　理事長　園田 新規 現存
     ０号 (医       1)　準 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1413,9 有松医院 〒759-6612 083-258-0246医療法人社団有松医院有松　秀敏 平 2. 6. 1内   胃   診療所
     下関市安岡駅前２丁目６番３号 常　勤:    1　理事長　有松　秀敏 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1414,7 門医院 〒750-0092 083-267-2233門　祐二 門　祐二 平 2. 7. 1内   呼   胃  診療所
     下関市彦島迫町３丁目７番５号 常　勤:    1 新規 循   小   放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1425,3 時任整形外科リウマチ〒752-0976 083-246-0575医療法人時任整形外科時任　毅 平 3. 4. 1一般        10診療所
     科 下関市長府南之町５番６号 常　勤:    1リウマチ科　理事長　 新規 整外 リウ 皮  現存
     (医       1)時任　毅 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1426,1 まつざき小児科 〒759-6614 083-255-1234松嵜　博幸 松嵜　博幸 平 3. 5. 1一般         2診療所
     下関市梶栗町２丁目２番２２号 常　勤:    2 新規 小   アレ 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1427,9 浅野整形外科医院 〒750-0074 083-266-0894医療法人浅野整形外科淺野　正也 平 3. 9. 1一般 診療所
     下関市彦島本村町６丁目１７番１常　勤:    1医院　理事長　淺野　 新規     一般    19現存
     ８号 (医       1)正也 平24. 9. 1整外 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1431,1 伊崎町整形外科 〒750-0065 083-222-1188医療法人愛生会　理事加藤　欣士郎 平 3.10. 1整外 リウ リハ診療所
     下関市伊崎町１丁目９番５号 常　勤:    1長　加藤　欣士郎 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1433,7 平尾泌尿器科 〒751-0865 083-254-5858平尾　博 平尾　博 平 4. 1. 1一般        12診療所
     下関市綾羅木新町２丁目４番４８常　勤:    1 新規 ひ   現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4701,1435,2 溝口外科医院 〒750-0092 083-266-0616溝口　博保 溝口　博保 昭42.10. 2一般        19診療所
     下関市彦島迫町５丁目１３番２号常　勤:    1 新規 外   整外 他  現存
     (医       1) 平28. 1.28他：消化器外科
     （胃腸外科）肛
     門外科、心臓血
     管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1436,0 まつなが医院 〒752-0975 083-245-2103医療法人松永会　理事松永　尚治 昭46. 4. 1一般 診療所
     下関市長府中浜町２番５号 常　勤:    1長　松永　清美 新規     一般     7療養病床
     (医       1) 平28. 2. 1療養 現存
     非常勤:    6     療養    12
     (医       6) 内   他   精  
     リハ 
     他：消化器内科
     、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1438,6 すう循環器内科 〒750-0075 083-261-1234周布　晴美 周布　晴美 平 4. 4. 1内   循   小  診療所
     下関市彦島江の浦町６丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1443,6 山本皮ふ科 〒750-0075 083-266-8211山本　俊比古 山本　俊比古 平 4. 6. 1皮   診療所
     下関市彦島江の浦町１丁目１番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1445,1 織田クリニック 〒750-0004 083-222-5643織田　俊 織田　俊 平 4. 8. 1一般         9診療所
     下関市中之町４番１９号 常　勤:    1 新規 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 8. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1447,7 すみだ内科クリニック〒751-0852 083-255-3111医療法人社団正清会　隅田　康洋 平 4.11. 1一般        19診療所
     下関市熊野町２丁目２番３１号 常　勤:    1理事長　隅田　康洋 新規 内   他   現存
     (医       1) 平28.11. 1他：腎臓内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5301,1449,3 医療法人茜会　昭和病〒750-0059 083-231-3888医療法人茜会　理事長佐栁　進 平 4.12. 1一般 病院
     (01,3245,9) 院 下関市汐入町３５番１号 常　勤:    9　吉水　一郎 新規     一般    60療養病床
     (医       8) 平28.12. 1一般 現存
     (歯       1)     一般    58
     非常勤:   40 一般
     (医      40)     一般    46
     療養
         療養    54
     療養
         療養    60
     療養
         療養    60
     療養
         療養    60
     内   外   整外
     脳内 皮   ひ  
     歯   放   循  
     消   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1452,7 神田小児科医院 〒752-0964 083-245-1171医療法人神田小児科医神田　岳 平 5. 2. 1内   小   診療所
     下関市長府中土居本町２番２１号常　勤:    1院　理事長　神田　岳 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1453,5 医療法人　いそべ整形〒751-0829 083-253-6666医療法人いそべ整形外礒部　憲二 平 5. 2. 1一般        12診療所
     外科医院 下関市幡生宮の下町１７番１号 常　勤:    1科医院　理事長　礒部 新規 療養         6現存
     (医       1)　憲二 平29. 2. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1457,6 医療法人社団　きど整〒750-0046 083-233-3100医療法人社団きど整形城戸　正詩 平 5. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 下関市羽山町１番１－２０５号 常　勤:    1外科　理事長　城戸　 新規 現存
     (医       1)正詩 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1458,4 医療法人　しゃくなげ〒751-0883 083-256-7608医療法人しゃくなげ園御堂　義雄 平 5. 5. 1療養        19診療所
     園診療所 下関市大字田倉８１ 常　勤:    1診療所　理事長　御堂 新規 内   リハ 療養病床
     (医       1)　義雄 平29. 5. 1 休止
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1459,2 医療法人社団　大下内〒751-0885 083-257-0088医療法人社団大下内科大下　芳人 平 5. 5. 1内   消   診療所
     科 下関市形山みどり町１５番２８号常　勤:    1　理事長　大下　芳人 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1460,0 中川クリニック 〒750-0009 083-222-0323中川　清 中川　清 平 5. 6. 1一般         7診療所
     下関市上田中町２丁目８番３号 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
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   6001,1461,8 医療法人　よねだ耳鼻〒752-0975 083-245-2930医療法人よねだ耳鼻咽米田　敬 平 5. 5. 1耳い 診療所
     咽喉科クリニック 下関市長府中浜町２番１０号 常　勤:    1喉科クリニック　理事 新規 現存
     (医       1)長　米田　敬 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1462,6 医療法人社団吉康会　〒750-0009 083-222-7600医療法人社団吉康会西西川　英一 平 5. 5. 1内   放   診療所
     西川内科クリニック 下関市上田中町６丁目１番１７号常　勤:    1川内科クリニック　理 新規 現存
     (医       1)事長　西川　英一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1463,4 新下関耳鼻クリニック〒751-0872 083-256-8933宮崎　洋 宮﨑　洋 平 5. 7. 1耳い 診療所
     下関市秋根南町２丁目２番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1464,2 川田じゅんこクリニッ〒751-0853 083-254-3520医療法人レーニエ　理川田　順子 平 5. 6. 1内   リウ 他  診療所
     ク 下関市川中豊町７丁目１４番７号常　勤:    1事長　川田　順子 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 6. 1、呼吸器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1465,9 医療法人　塩見内科ク〒751-0829 083-253-1399医療法人塩見内科クリ塩見　祐一 平 5. 9. 1内   胃   循  診療所
     リニック 下関市幡生宮の下町２６番８号 常　勤:    1ニック　理事長　塩見 新規 現存
     (医       1)　祐一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1466,7 医療法人社団　ウエダ〒751-0872 083-257-0002医療法人社団ウエダ眼植田　喜一 平 9. 4. 1眼   診療所
     眼科 下関市秋根南町１丁目１番１５号常　勤:    1科　理事長　植田　喜 移転 現存
     (医       1)一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1467,5 なかの循環器科内科医〒752-0956 083-246-3234医療法人なかの循環器中野　英一 平 5. 9. 1内   循   心外診療所
     院 下関市長府前八幡町３番３４号 常　勤:    1科内科医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)中野　英一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1470,9 稗田病院 〒751-0856 083-251-2121医療法人社団あずま会吉田　利博 平 5.10. 1精神       188病院
     下関市稗田中町８番１８号 常　勤:    7　理事長　新谷　太郎 新規 内   精   神  現存
     (医       7) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1472,5 医療法人社団　柏村医〒752-0933 083-248-5333医療法人社団柏村医院佐伯　陽子 平 6. 1. 1内   神内 リハ診療所
     院 下関市長府松小田本町５番１２号常　勤:    1　理事長　佐伯　陽子 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6901,1477,4 医療法人　牛尾医院亀〒752-0966 083-245-2151医療法人牛尾医院　理水内　厚 平 6. 6. 1一般        11診療所
     の甲クリニック 下関市長府亀の甲１丁目２番１号常　勤:    2事長　水内　知子 新規 療養         8療養病床
     (医       2) 平30. 6. 1内   呼   胃  現存
     小   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1478,2 みやざき耳鼻咽喉科 〒759-6614 083-258-3387宮﨑　誠 宮﨑　誠 平13. 2. 1耳い 診療所
     下関市梶栗町３丁目７番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1481,6 クレスト整形外科 〒750-0061 083-222-1600医療法人慶愛会　理事上田　章二 平 6.10. 1一般        19診療所
     下関市上新地町３丁目１番３０号常　勤:    1長　上田　章二 新規 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1482,4 医療法人　野田内科医〒752-0961 083-245-6660医療法人野田内科医院野田　敏剛 平 6. 9. 1内   循   診療所
     院 下関市長府珠の浦町１番１５号 常　勤:    1　理事長　野田　敏剛 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1484,0 医療法人　上野医院 〒751-0873 083-256-0200医療法人上野医院　理上野　雄史 平 6. 9. 1一般        19診療所
     下関市秋根西町１丁目７番２６号常　勤:    1事長　上野　雄史 新規 外   脳外 リハ現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1487,3 平井医院 〒750-0002 083-222-7291医療法人平井医院　理平井　順一 平 6. 9. 1内   呼   消  診療所
     下関市宮田町２丁目１６番９号 常　勤:    1事長　平井　順一 新規 循   小   放  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1491,5 整形外科井ノ口クリニ〒751-0883 083-256-6772井ノ口　雅貴 井ノ口　雅貴 平 7. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 下関市大字田倉８３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1494,9 綾羅木クリニックしの〒751-0865 083-255-1116篠原　孝道 篠原　孝道 平 7. 8. 1内   外   胃  診療所
     はら 下関市綾羅木新町２丁目１番３号常　勤:    1 新規 リハ 循   呼  現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1495,6 伊藤内科医院 〒751-0857 083-253-2040医療法人藤寿会　理事大山　力丸 平 7. 7. 1一般        19診療所
     下関市稗田北町１３番３６号 常　勤:    3長　伊藤　肇 新規 内   他   リハ現存
     (医       3) 平28. 7. 1他：循環器内科
     非常勤:    1 、放射線診断科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1498,0 吉村内科 〒750-0075 083-267-2681医療法人慈誠会　理事吉村　潤子 平 7.10. 1内   他   診療所
     下関市彦島江の浦町１丁目７番６常　勤:    2長　吉村　慈郎 組織変更 他：腎臓内科、現存
     号 (医       2) 平28.10. 1循環器内科、糖
     尿病・脂質代謝
     内科
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   7901,1499,8 医療法人社団　はら皮〒751-0835 083-253-0108医療法人社団はら皮ふ原　曜子 平 7.10. 1皮   診療所
     ふ科 下関市山の田南町１番５号 常　勤:    1科　理事長　原　曜子 組織変更 休止
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1500,3 おばた胃腸科内科クリ〒751-0806 083-256-5111小畑　伸一郎 小畑　伸一郎 平 8. 3. 1胃   呼   循  診療所
     ニック 下関市一の宮町２丁目９番２２号常　勤:    2 新規 こう 放   現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1501,1 川野胃腸科内科医院 〒751-0831 083-252-0838川野　博章 川野　博章 平 8. 4. 1胃   内   放  診療所
     下関市大学町１丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1502,9 医療法人あきの整形外〒751-0875 083-256-2851医療法人あきの整形外秋野　龍明 平 8.10. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 下関市秋根本町２丁目１０番３４常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     号 (医       1)　秋野　龍明 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1503,7 医療法人社団たなべ内〒750-1153 083-283-0050医療法人社団たなべ内田辺　若子 平 8.10. 1内   消   放  診療所
     科クリニック 下関市清末鞍馬３丁目５番１８号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　田辺　若子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1504,5 医療法人社団健光会田〒759-6613 083-258-3821医療法人社団健光会田田島　佐一郎 平 8.10. 1内   リハ 診療所
     島内科クリニック 下関市富任町４丁目３番５号 常　勤:    1島内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　田島　佐一郎 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1505,2 医療法人社団やまぐち〒750-0075 083-267-0300医療法人社団やまぐち山口　洋一郎 平 8.10. 1小   診療所
     小児科 下関市彦島江の浦町１丁目５番２常　勤:    1小児科　理事長　山口 組織変更 現存
     ４号 (医       1)　洋一郎 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1509,4 黒川内科クリニック 〒759-6531 083-286-2057医療法人黒川内科クリ黒川　雅史 平 9. 3. 1内   小   消  診療所
     下関市吉見本町１丁目１番２２号常　勤:    1ニック　理事長　黒川 組織変更 現存
     (医       1)　雅史 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1512,8 周山医院 〒750-1114 083-283-2522医療法人周山医院　理周山　秀昭 平 9. 4. 1内   胃   小  診療所
     下関市王喜本町６丁目５番１４号常　勤:    1事長　周山　秀昭 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8801,1514,4 内山医院 〒759-6612 083-258-0109医療法人内山医院　理内山　衣子 平 9. 5. 1内   循   診療所
     下関市安岡駅前１丁目２番１２号常　勤:    2事長　内山　衣子 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1515,1 りゅう呼吸器科内科 〒759-6611 08-258-3457 医療法人りゅう呼吸器劉　震永 平 9. 5. 1呼   内   循  診療所
     下関市安岡本町２丁目１番２２号常　勤:    1科内科　理事長　劉　 組織変更 現存
     (医       1)震永 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1517,7 まつきクリニック 〒751-0872 083-263-1388医療法人まつきクリニ松木　武敏 平13. 1. 1精   神   心内診療所
     下関市秋根南町１丁目６番２９号常　勤:    1ック　理事長　松木　 移転 内   現存
     (医       1)武敏 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1518,5 長府心臓内科 〒752-0977 083-245-2919医療法人　長府心臓内金原　輝史 平 9.11. 1循   内   診療所
     下関市長府東侍町４番４８号 常　勤:    3科　理事長　金原　輝 組織変更 現存
     (医       3)史 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1519,3 唐戸メンタルクリニッ〒750-0008 083-222-0350大悟法　憲雄 大悟法　憲雄 平 9.12. 1神   精   心内診療所
     ク 下関市田中町１６番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1521,9 医療法人社団　林田ク〒750-0009 083-235-4100医療法人社団林田クリ林田　英嗣 平 9.11. 1一般        17診療所
     リニック 下関市上田中町１丁目１８番２０常　勤:    1ニック　理事長　林田 組織変更 ひ   現存
     号 (医       1)　英嗣 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1522,7 医療法人社団　はら皮〒751-0853 083-255-4112医療法人社団はら皮ふ原　紀正 平 9.11. 1皮   診療所
     ふ科 下関市川中豊町７丁目２番１６号常　勤:    1科　理事長　原　紀正 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1523,5 橋本クリニック 〒752-0952 083-246-2439橋本　嘉朗 橋本　嘉朗 平10. 1. 1精   神   心内診療所
     下関市長府江下町１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1525,0 やかべ産婦人科医院 〒751-0873 083-257-0303矢壁　昭人 矢壁　昭人 平13. 4. 1一般        18診療所
     下関市秋根西町１丁目６番２５号常　勤:    1 移転 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平25. 4. 1美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9701,1527,6 医療法人社団広祐会　〒750-0058 083-223-8000医療法人社団広祐会　堀地　義広 平10. 4. 1一般 診療所
     螢クリニック 下関市金比羅町２番４号 常　勤:    1理事長　堀地　義広 組織変更     一般     3現存
     (医       1) 平28. 4. 1外   こう 胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1532,6 梶井内科医院 〒751-0863 083-255-1188梶井　信洋 梶井　信洋 平10.12. 1内   他   診療所
     下関市伊倉本町２３番９号 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平28.12. 1、漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1533,4 帆足医院 〒750-0009 083-222-0808帆足　誠司 帆足　誠司 平11. 1. 1一般 診療所
     下関市上田中町２丁目２１番２号常　勤:    2 交代     一般     8療養病床
     (医       2) 平29. 1. 1内   胃   小  現存
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1541,7 後藤外科胃腸科肛門科〒751-0841 083-255-0005医療法人社団志麻会　後藤　博 平11. 5. 1胃   外   こう診療所
     医院 下関市垢田町１丁目２０番１１号常　勤:    1理事長　後藤　博 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1542,5 桃崎病院 〒750-0008 083-232-2533医療法人桃崎病院　理桃崎　和也 平11. 8. 1療養        90病院
     下関市田中町１番１０号 常　勤:    4事長　桃崎　和也 組織変更 療養        38現存
     (医       4) 平29. 8. 1内   胃   循  
     非常勤:   36 外   整外 こう
     (医      36) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1545,8 医療法人社団野口産婦〒759-6614 083-258-2277医療法人社団野口産婦野口　博史 平11. 9. 1一般        10診療所
     人科医院 下関市梶栗町３丁目７番８号 常　勤:    2人科医院　理事長　野 組織変更 産婦 麻   精  現存
     (医       2)口　博史 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1547,4 西山皮ふ科 〒759-6614 083-262-1277西山　和光 西山　和光 平11.10. 1皮   診療所
     下関市梶栗町３丁目７番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1550,8 長府みらいクリニック〒752-0928 083-248-1666医療法人社団長府みら秋穂　靖 平12. 1. 1一般        19診療所
     下関市長府才川２丁目１２番１２常　勤:    2いクリニック　理事長 新規 外   整外 こう現存
     号 (医       2)　矢野　一麿 平30. 1. 1リハ 呼   胃  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1551,6 浜田内科クリニック 〒750-0008 083-223-0516濵田　隆臣 濵田　隆臣 平12. 1. 1内   診療所
     下関市田中町７番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10601,1557,3 医療法人河崎医院 〒750-1144 083-282-2666医療法人河崎医院　理河﨑　玲子 平12. 6. 1皮   診療所
     下関市小月茶屋１丁目８番２２号常　勤:    1事長　河﨑　玲子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1561,5 医療法人池田会いけだ〒751-0806 083-263-3311医療法人池田会　理事池田　賢次 平13. 1. 1一般 診療所
     内科 下関市一の宮町３丁目１１番２号常　勤:    1長　池田　賢次 新規     一般    18現存
     (医       1) 平25. 1. 1内   呼   アレ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1563,1 ごとう内科呼吸器科ク〒751-0872 083-263-3120医療法人ごとう内科呼後藤　順次 平13. 3. 1内   呼   循  診療所
     リニック 下関市秋根南町１丁目５番２８号常　勤:    1吸器科クリニック　理 新規 現存
     (医       1)事長　後藤　順次 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1564,9 瀬戸口医院 〒751-0849 083-252-2928瀬戸口　豊 瀬戸口　豊 平13. 2. 1精   内   心内診療所
     下関市綾羅木本町５丁目１１番５常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1566,4 下田整形外科 〒750-0075 083-266-6228下田　哲司 下田　哲司 平13. 4. 1整外 リハ 診療所
     下関市彦島江の浦町３丁目５番５常　勤:    2 交代 現存
     号 (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1568,0 なかはら外科医院 〒759-6612 083-258-0257医療法人社団　貴生会中原　泰生 平13. 5. 1外   整外 胃  診療所
     下関市安岡駅前１丁目１０番２７常　勤:    1　理事長　中原　泰生 組織変更 こう 麻   リハ現存
     号 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1569,8 だて整形外科リハビリ〒751-0849 083-254-0022医療法人　悠和会　理伊達　亮 平13. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     テーションクリニック下関市綾羅木本町２丁目４番２２常　勤:    2事長　伊達　亮 組織変更 療養病床
     号 (医       2) 平25. 9. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1572,2 医療法人　池田メディ〒751-0841 083-254-1126医療法人　池田メディ池田　真一 平13.10. 1外   内   消  診療所
     カルクリニック 下関市垢田町１丁目１６番３３号常　勤:    1カルクリニック　理事 組織変更 こう 麻   現存
     (医       1)長　池田　真一 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11401,1573,0 医療法人　正祥会　に〒751-0832 083-251-1167医療法人　正祥会　に韓　正根（西原謙二）平13.10. 1一般        18診療所
     しはらクリニック 下関市生野町２丁目３３番１０号常　勤:    1しはらクリニック　理 組織変更 他   神内 放  現存
     (医       1)事長　西原　謙二 平25.10. 1他：消化器外科
     非常勤:    4 、肛門外科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1574,8 竹崎あさひクリニック〒750-0025 083-229-5511医療法人　正祥会　に佐々部　富士男 平13.11. 1外   他   こう診療所
     下関市竹崎町１丁目１４番２５号常　勤:    1しはらクリニック　理 新規 神内 リハ 現存
     (医       1)事長　西原　謙二 平25.11. 1他：消化器外科
     非常勤:    1 （胃腸科）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1578,9 田村循環器科内科 〒750-0001 083-229-5010田村　雅道 田村　雅道 平14. 1. 1循   内   診療所
     下関市幸町１３番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1579,7 前田内科病院 〒751-0853 083-254-1110医療法人社団　三陽会前田　大登 平14. 1. 1療養        43病院
     下関市川中豊町７丁目１番３９号常　勤:    2　理事長　前田　日出 組織変更 内   他   療養病床
     (医       2)三 平26. 1. 1他：循環器内科現存
     非常勤:   20 、腎臓内科（人
     (医      20) 工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1581,3 医療法人浩堂会　松田〒750-0074 083-266-4666医療法人浩堂会　松田松田　彰史 平14. 1. 1内   小   診療所
     内科クリニック 下関市彦島本村町４丁目１番５号常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)長　松田　彰史 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1582,1 医療法人社団　はりま〒752-0944 083-245-1118医療法人社団　はりま播磨　健三 平14. 3. 1内   胃   呼  診療所
     内科胃腸科医院 下関市長府中六波町１４番１２号常　勤:    1内科胃腸科医院　理事 組織変更 循   小   リハ現存
     (医       1)長　播磨　健三 平26. 3. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1583,9 いとう脳神経外科・外〒750-0075 083-266-2220伊藤　正治 伊藤　正治 平14. 4. 1脳外 外   神内診療所
     科クリニック 下関市彦島江の浦町９丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1584,7 中島クリニック 〒751-0883 083-257-3333医療法人社団　若葉会中島　忠亮 平14. 4. 1循   内   呼  診療所
     下関市大字田倉７６６ 常　勤:    1　理事長　中島　忠亮 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201,1585,4 医療法人　長府第一ク〒752-0973 083-245-9865医療法人　長府第一ク小池　晋司 平14. 4. 1一般 診療所
     リニック 下関市長府中之町２番２１号 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更     一般    19現存
     (医       1)池　晋司 平26. 4. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1588,8 野村病院 〒759-6604 083-258-2737医療法人　天秋会　理野村　道次 平14. 4. 1精神       111病院
     下関市大字横野１０３８の１ 常　勤:    4事長　野村　道次 組織変更 精神        36現存
     (医       4) 平26. 4. 1内   精   神  
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1589,6 粟屋医院 〒752-0928 083-248-0352粟屋　信仁 粟屋　信仁 平14. 4. 1内   胃   診療所
     下関市長府才川１丁目１０番１号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1591,2 五十嵐山の田医院 〒751-0835 083-252-2009五十嵐　久二 五十嵐　久二 平14. 6. 7小   内   循  診療所
     下関市山の田南町１番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1593,8 たかおクリニック 〒750-1147 083-282-8040高尾　康一郎 高尾　康一郎 平14. 9. 1内   外   消  診療所
     下関市小月市原町１番３号 常　勤:    1 交代 麻   リハ 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1594,6 下関リハビリテーショ〒750-0064 083-232-5811一般社団法人　巨樹の林　研二 平14. 9. 1療養 病院
     ン病院 下関市今浦町９番６号 常　勤:    6会　理事長　鶴﨑　直 交代     療養   165療養病床
     (医       6)邦 平26. 9. 1リハ 内   整外現存
     非常勤:   17 外   放   他  
     (医      17) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1595,3 医療法人社団　王司こ〒752-0916 083-249-1331医療法人社団　真至会末永　眞次 平14.10. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 下関市王司上町１丁目８番７号 常　勤:    1王司こどもクリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　末永　眞次 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1596,1 やまおか内科循環器科〒759-6614 083-262-1233山岡　英樹 山岡　英樹 平14.11. 1内   循   呼  診療所
     下関市梶栗町３丁目７番１０号 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1599,5 医療法人社団　筒井整〒751-0806 083-263-3838医療法人社団　筒井整筒井　秀樹 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 下関市一の宮町３丁目１１番３号常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　筒井　秀樹 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101,1600,1 医療法人社団徳心会　〒750-0051 083-233-2000医療法人社団徳心会海海老原　博德 平15. 3. 1循   内   消  診療所
     海老原循環器科・内科下関市大坪本町３６番２０号 常　勤:    2老原循環器科・内科　 移転 現存
     (医       2)理事長　海老原　博德 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1601,9 医療法人社団　桜山皮〒750-0061 083-235-1212医療法人社団桜山皮ふ小笠原　万里枝 平15. 3. 1皮   診療所
     ふ科 下関市上新地町３丁目１番７号 常　勤:    1科　理事長　小笠原　 移転 現存
     (医       1)万里枝 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1603,5 長井整形外科 〒750-1153 083-283-1661医療法人社団　美樹会長井　英 平15. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     下関市清末鞍馬３丁目５番１４号常　勤:    2　理事長　長井　英 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1604,3 赤司クリニック 〒750-0025 083-222-9223医療法人社団　恵愛堂赤司　和彦 平15. 4. 1麻   内   診療所
     下関市竹崎町３丁目５番２４号 常　勤:    1　理事長　赤司　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1605,0 おかクリニック 〒752-0916 083-248-1670医療法人王司たちばな岡　壽士 平15. 5. 1療養 診療所
     下関市王司上町１丁目８番５号 常　勤:    1会　理事長　岡　保人 組織変更     療養    15現存
     (医       1) 平27. 5. 1内   外   皮  
     胃腸内科　大腸
     ・肛門内科　大
     腸・肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1607,6 大塚医院 〒750-0025 083-222-3036医療法人　青丘会　理大塚　京太郎 平15. 5. 1ひ   皮   診療所
     下関市竹崎町３丁目５番３１号 常　勤:    1事長　大塚　京太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1609,2 きし腎泌尿器科 〒751-0806 083-256-3366医療法人社団　三陽会岸　弓景 平15. 6. 1一般        19診療所
     下関市一の宮町１丁目３番４４号常　勤:    2　理事長　前田　日出 交代 ひ   他   現存
     (医       2)三 平27. 6. 1他：腎臓内科（
     人工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1612,6 医療法人　やまさきフ〒751-0843 083-252-7227医療法人　やまさきフ山﨑　和夫 平15. 9. 1内   胃   循  診療所
     ァミリークリニック 下関市新垢田東町２丁目２番１６常　勤:    1ァミリークリニック　 組織変更 小   アレ 呼  現存
     号 (医       1)理事長　山﨑　和夫 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1615,9 吉利医院 〒751-0826 083-222-1039医療法人　吉利医院　吉利　用和 平15.10. 1内   循   心外診療所
     下関市後田町１丁目８番１７号 常　勤:    1理事長　吉利　用和 組織変更 皮   ひ   現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  14001,1616,7 きとう小児科 〒751-0853 083-254-3152医療法人社団　きとう木藤　信之 平15.10. 1小   診療所
     下関市川中豊町１丁目２番１０号常　勤:    2小児科　理事長　木藤 組織変更 現存
     (医       2)　信之 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1619,1 敬愛堂　京野眼科クリ〒752-0976 083-241-1103医療法人　敬愛堂　理京野　真三 平16. 1. 1一般         4診療所
     ニック 下関市長府南之町２番１１号 常　勤:    2事長　京野　真三 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1620,9 はら医院 〒750-0046 083-228-2900原　良英 原　良英 平16. 4. 1精   神内 神  診療所
     下関市羽山町１番１号 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1622,5 松井外科整形 〒750-0019 083-232-2255古川　雅博 古川　雅博 平16. 4. 1外   整外 リハ診療所
     下関市丸山町２丁目１番２３号 常　勤:    1 交代 内   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1623,3 医療法人社団　清香会〒751-0832 083-252-2030医療法人社団　清香会奥園　美子 平16. 4. 1耳い 診療所
     　おくぞの耳鼻科クリ下関市生野町２丁目２７番７号 常　勤:    1　理事長　奥園　美子 移転 現存
     ニック (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1624,1 医療法人社団　かねは〒751-0832 083-252-2112医療法人社団かねはら金原　洋治 平16. 4. 1小   リハ 精  診療所
     ら小児科 下関市生野町２丁目２８番２０号常　勤:    2小児科　理事長　金原 移転 現存
     (医       2)　洋治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1626,6 耳鼻咽喉科でんでんむ〒750-1153 083-281-3341三浦　正子 三浦　正子 平16. 6. 1耳い 診療所
     しクリニック 下関市清末鞍馬３丁目４番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1629,0 カイクリニック 〒751-0877 083-257-1417甲斐　周作 甲斐　周作 平16. 9. 1精   神内 心内診療所
     下関市秋根東町６番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1630,8 青木眼科 〒759-6611 083-262-1770医療法人社団　青木眼青木　浩一 平16. 9. 1眼   診療所
     下関市安岡本町２丁目１番１９号常　勤:    1科　理事長　青木　浩 組織変更 現存
     (医       1)一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1631,6 林クリニック 〒752-0916 083-248-0255医療法人葵同仁会　理林　政明 平16. 9. 1脳外 内   リハ診療所
     下関市王司上町４丁目２番４０号常　勤:    1事長　林　政明 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15001,1634,0 ひろしげ眼科医院 〒750-0009 083-222-9360医療法人社団　ひろし廣重　祐一 平17. 1. 1眼   診療所
     下関市上田中町２丁目２番５号 常　勤:    1げ眼科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1) 重　祐一 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1635,7 山口県済生会下関総合〒759-6603 083-262-2300社会福祉法人恩賜財団津江　和成 平17. 4. 1一般       343地域支援
     (01,3267,3) 病院 下関市安岡町８丁目５番１号 常　勤:   82済生会支部　山口県済 移転 一般         4病院
     (医      81)生会　支部長　村田　 平29. 4. 1一般         6現存
     (歯       1)雅弘 一般         8
     非常勤:   32 一般        12
     (医      31) 内   呼   消  
     (歯       1) 循   小   外  
     整外 眼   美外
     形外 ひ   神内
     産婦 脳外 麻  
     皮   耳い 放  
     こう 小外 リハ
     精   歯外 病理
     呼外 他   
     他：心臓血管外
     、消外、緩和ケ
     ア内、腎内、膠
     原病内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1638,1 医療法人社団松涛会　〒750-0075 083-266-4008医療法人社団松涛会　大田　純夫 平17. 6. 1内   リハ 診療所
     彦島内科 下関市彦島江の浦町９丁目４番５常　勤:    1理事長　斎藤　正樹 移転 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1639,9 細江クリニック 〒750-0016 083-232-1374医療法人豊栄会　理事橋本　修 平17. 6. 1一般        19診療所
     下関市細江町３丁目２番１６号 常　勤:    2長　江口　正雄 移転 内   リハ 他  現存
     (医       2) 平29. 6. 1他：人工透析内
     非常勤:    6 科
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1641,5 城下町こころクリニッ〒752-0970 083-245-8907峰松　則夫 峰松　則夫 平17. 9. 1精   心内 診療所
     ク 下関市長府惣社町１番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1642,3 のうまる内科 〒750-0046 083-231-3310医療法人社団のうまる能丸　真司 平17. 9. 1内   消   診療所
     下関市羽山町２０番１０号 常　勤:    1内科　理事長　能丸　 組織変更 現存
     (医       1)真司 平29. 9. 1
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  15601,1647,2 医療法人孝悠会　広崎〒750-0061 083-222-7003医療法人孝悠会　広崎 崎　彰孝 平17.12. 1内   小   診療所
     内科小児科医院 下関市上新地町１丁目２番１号 常　勤:    1内科小児科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　 崎　彰孝 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1649,8 藤井メンタルクリニッ〒750-0016 083-234-0802藤井　真春 藤井　真春 平18. 4. 1心内 精   診療所
     ク 下関市細江町３丁目３番１号アド常　勤:    1 移転 現存
     バンスベイスクエア下関２０５号(医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1652,2 水町内科消化器科医院〒751-0849 083-251-6116医療法人社団水町内科水町　宗治 平18. 6. 1内   呼   消  診療所
     下関市綾羅木本町４丁目１番３０常　勤:    1消化器科医院　理事長 組織変更 循   小   現存
     号 (医       1)　水町　宗治 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1653,0 あやめ内科 〒751-0815 083-228-1024医療法人あやめ内科　綾目　秀夫 平18. 9. 1内   他   診療所
     下関市本町１丁目１番２０号 常　勤:    1理事長　綾目　秀夫 組織変更 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平24. 9. 1・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1654,8 医療法人社団大畑内科〒751-0833 083-251-6700医療法人社団大畑内科大畑　一郎 平18. 9. 1内   呼   循  診療所
     呼吸器科 下関市武久町１丁目４０番１４号常　勤:    1呼吸器科　理事長　大 組織変更 アレ 現存
     (医       1)畑　一郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1655,5 長府泌尿器科クリニッ〒752-0959 083-241-0783岡藤　泰樹 岡藤　泰樹 平18.10. 1ひ   診療所
     ク 下関市長府金屋町３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1657,1 あさの眼科医院 〒759-6614 083-258-0771医療法人あさの眼科医淺野　史也 平18.10. 1眼   診療所
     下関市梶栗町２丁目２番３６号 常　勤:    1院　理事長　淺野　史 組織変更 現存
     (医       1)也 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1659,7 ひつもと内科循環器科〒750-0025 083-223-0657医療法人さくら　理事櫃本　孝志 平18.12. 1内   循   診療所
     医院 下関市竹崎町２丁目７番７号 常　勤:    2長　櫃本　孝志 組織変更 現存
     (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1660,5 医療法人ひろやま内科〒751-0838 083-254-2202医療法人ひろやま内科弘山　直滋 平18.12. 1内   循   診療所
     下関市山の田本町１番１号 常　勤:    1　理事長　弘山　直滋 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1661,3 医療法人玉那覇医院 〒750-0075 083-267-2004医療法人玉那覇医院　玉那覇　義弘 平18.12. 1内   循   呼  診療所
     下関市彦島江の浦町９丁目３番１常　勤:    1理事長　玉那覇　義弘 組織変更 消   小   放  現存
     ９号 (医       1) 平24.12. 1ひ   
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  16601,1662,1 医療法人社団ふかほり〒751-0868 083-263-1455医療法人社団ふかほり深堀　勝之 平18.12. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科 下関市大字有冨１６７の３ 常　勤:    1整形外科　理事長　深 組織変更 現存
     (医       1)堀　勝之 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1663,9 医療法人社団かげやま〒751-0806 083-263-3200医療法人社団かげやま影山　慎一 平18.12. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科クリニック下関市一の宮町４丁目１番５号 常　勤:    1耳鼻咽喉科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　影山　慎一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1664,7 さいとうレディースク〒750-0016 083-228-0753齋藤　剛 齋藤　剛 平19. 1. 1婦   放   診療所
     リニック 下関市細江町３丁目３番１－２０常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1665,4 原田・東邦クリニック〒752-0952 083-245-6116医療法人社団健中堂　原田　康平 平18.12. 1内   循   アレ診療所
     下関市長府江下町５番１０号 常　勤:    1理事長　原田　康平 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1666,2 医療法人　山口内科 〒751-0808 083-257-1570医療法人山口内科　理山口　敢 平19. 1. 1内   他   診療所
     下関市一の宮本町二丁目４番６号常　勤:    1事長　山口　敢 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1667,0 ふごの内科クリニック〒750-0007 083-222-8008畚野　信太郎 畚野　信太郎 平19. 1. 1内   消   診療所
     下関市赤間町５番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1668,8 ふじかわクリニック 〒759-6301 083-774-2224医療法人ふじかわクリ藤川　佳範 平19. 4. 1内   消   リハ診療所
     下関市豊浦町大字川棚７２８７の常　勤:    1ニック　理事長　藤川 組織変更 現存
     ５ (医       1)　佳範 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1670,4 佐々木整形外科・外科〒750-0041 083-223-2650医療法人社団五郎会　佐々木　義浩 平19. 4. 1一般         8診療所
     下関市向洋町２丁目１番２５号 常　勤:    1理事長　佐々木　義浩 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1) 平25. 4. 1整外 外   リハ現存
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1672,0 伊藤眼科 〒750-0008 083-232-4018医療法人伊藤眼科　理伊藤　憲孝 平19. 4. 1眼   診療所
     下関市田中町４番３号 常　勤:    1事長　伊藤　憲孝 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1673,8 かつやまこどもクリニ〒751-0883 083-260-4150有賀　史郎 有賀　史郎 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 下関市大字田倉２１５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
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  17601,1674,6 森山整形クリニック 〒751-0827 083-251-2650森山　繁実 森山　繁実 平19. 5. 1整外 麻   リハ診療所
     下関市幡生本町２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1676,1 花園内科クリニック 〒751-0826 083-233-3355医療法人花園内科クリ花園　繁美 平19. 5. 1内   消   診療所
     下関市後田町２丁目１番４１号 常　勤:    1ニック　理事長　花園 組織変更 現存
     (医       1)　繁美 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1677,9 医療法人社団中村医院〒752-0974 083-245-5546医療法人社団中村医院中村　建德 平19. 7. 1眼   診療所
     下関市長府土居の内町１番２号 常　勤:    1　理事長　中村　建德 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1681,1 寺崎整形外科 〒751-0823 083-234-7000寺 　裕田加 寺 　裕田加 平19.10. 1整外 リウ リハ診療所
     下関市貴船町２丁目３番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1682,9 小西循環器科・内科医〒751-0864 083-242-5241小西　光明 小西　光明 平19.12. 1循   内   診療所
     院 下関市伊倉町２丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1683,7 漁港診療所 〒750-0067 083-266-2683医療法人　茜会　理事野村　真一 平19.12. 1内   診療所
     下関市大和町１丁目１６番１号 常　勤:    1長　吉水　一郎 交代 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1685,2 いとう腎クリニック 〒751-0838 083-253-0211医療法人藤寿会　理事伊藤　真一 平20. 2. 1一般        19診療所
     下関市山の田本町６番６号 常　勤:    2長　伊藤　肇 交代 内   ひ   リハ現存
     (医       2) 平26. 2. 1他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1688,6 吉田メディカルクリニ〒750-0008 083-242-7722吉田　寛 吉田　寛 平21. 1.16他   診療所
     ック 下関市田中町４番１０号 常　勤:    1 新規 消化器内科・乳現存
     (医       1) 平27. 1.16腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1691,0 長府えきまえ皮ふ科 〒752-0933 083-242-8816安井　宏夫 安井　宏夫 平21. 2. 1皮   診療所
     下関市長府松小田本町５番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1692,8 医療法人　網野眼科 〒750-0025 083-224-0381医療法人網野眼科　理網野　憲太郎 平21. 3. 1眼   診療所
     下関市竹崎町１丁目１５番２２号常　勤:    1事長　網野　憲太郎 移転 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
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  18601,1694,4 岡耳鼻咽喉科医院 〒751-0841 083-252-1075岡　和彦 岡　和彦 平21. 4. 1耳い 診療所
     下関市垢田町２丁目１５番２３号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1698,5 はまさきクリニック 〒759-6311 083-775-1192濱﨑　達憲 濱﨑　達憲 平21. 7. 1内   他   放  診療所
     下関市豊浦町大字吉永１７２０の常　勤:    1 新規 麻   外   リハ現存
     １ (医       1) 平27. 7. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1699,3 医療法人まつもと眼科〒750-0046 083-228-5555医療法人まつもと眼科松本　博善 平21. 8. 1眼   診療所
     下関市羽山町４番１号 常　勤:    1　理事長　松本　博善 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1702,5 岡野クリニック 〒751-0853 083-255-5670岡野　光伸 岡野　光伸 平21.11. 1外   他   診療所
     下関市川中豊町７丁目３番１号 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平27.11. 1、乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1706,6 えいこう会すぎはら内〒751-0847 083-253-1368医療法人社団えいこう杉原　重哲 平22. 1. 1内   外   リハ診療所
     科・消化器病クリニッ下関市古屋町１丁目１１番１号 常　勤:    1会すぎはら内科・消化 組織変更 他   現存
     ク (医       1)器病クリニック　理事 平28. 1. 1他：消化器内科
     長　杉原　重哲
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1708,2 医療法人社団　松涛会〒751-0833 083-250-7181医療法人社団　松涛会斉藤　正樹 平22. 4. 1内   リハ 診療所
     　山の田内科 下関市武久町１丁目１９番３０号常　勤:    1　理事長　斉藤　正樹 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1709,0 医療法人社団季朋会　〒750-0085 083-267-7600医療法人社団季朋会　横田　友文 平22. 4. 1内   他   診療所
     季朋会クリニック 下関市彦島田の首町２丁目２８番常　勤:    1理事長　麻上　千鳥 交代 他：消化器内科現存
     ８号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1710,8 和田医院 〒759-6121 083-788-0001和田　聡 和田　聡 平22. 4. 1内   診療所
     下関市豊北町神田上２７６２の１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1711,6 しみず耳鼻咽喉科クリ〒750-0075 083-266-5100医療法人彦音会　理事清水　徳雄 平22. 5. 1耳い 診療所
     ニック 下関市彦島江の浦町１丁目５番１常　勤:    1長　清水　徳雄 組織変更 現存
     ７号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,1712,4 おぐす内科・消化器科〒750-1144 083-281-1123医療法人くすの木会　小楠　智文 平22. 7. 1内   消   診療所
     クリニック 下関市小月茶屋１丁目８番２２号常　勤:    1理事長　小楠　智文 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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  19601,1715,7 井上整形外科クリニッ〒750-0006 083-231-3737医療法人社団憲仁会井井上　知憲 平22.10. 1一般        11診療所
     ク 下関市南部町２１番２４号 常　勤:    2上整形外科　理事長　 移転 整外 リハ リウ療養病床
     (医       2)井上　知憲 平28.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1716,5 下関さくらクリニック〒751-0868 083-257-7767医療法人社団　下関さ和田守　憲二 平22.10. 1他   外   内  診療所
     下関市大字有冨１６７の２ 常　勤:    1くらクリニック　理事 組織変更 他：乳腺外科、現存
     (医       1)長　和田守　憲二 平28.10. 1消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1718,1 佐々木医院 〒750-1101 083-284-0151佐々木　優 佐々木　優 平23. 3.16内   小   放  診療所
     下関市大字吉田１２１９の２ 常　勤:    1 交代 胃   現存
     (医       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1719,9 おくぞの耳鼻科田中町〒750-0008 083-228-5005医療法人社団清香会　奥園　達也 平23. 4. 1耳い 診療所
     クリニック 下関市田中町７番１３号 常　勤:    1理事長　奥園　美子 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1720,7 こん眼科 〒751-0852 083-250-1008医療法人社団　こん眼今　義勝 平23. 4. 1眼   診療所
     下関市熊野町１丁目７番５０号 常　勤:    1科　理事長　今　義勝 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1721,5 たきべ診療所 〒759-5511 083-782-0032医療法人　せんじゅ　衛藤　泉 平23. 4. 1内   外   皮  診療所
     下関市豊北町大字滝部３６６９の常　勤:    1理事長　河野　直樹 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1722,3 医療法人社団　かわな〒751-0849 083-254-0868医療法人社団かわなか新田　弘幸 平23. 7.19整外 リハ 診療所
     か整形外科 下関市綾羅木本町１丁目１２番１常　勤:    1整形外科　理事長　新 移転 現存
     ０号 (医       1)田　弘幸 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1723,1 くにのぶ内科循環器内〒751-0842 083-251-0092医療法人社団卓心会　國信　卓己 平23. 9. 1内   他   皮  診療所
     科 下関市新垢田南町１丁目１３番２常　勤:    1くにのぶ内科循環器内 組織変更 ひ   現存
     ３号 (医       1)科　理事長　國信　卓 平29. 9. 1他：循環器内科
     非常勤:    4己
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1724,9 よしとみクリニック 〒750-0014 083-232-6818綿野　友美 綿野　友美 平23.11.22小   内   診療所
     下関市岬之町５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11.22
     非常勤:    1
     (医       1)
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  20501,1725,6 医療法人　長岡内科・〒750-0008 083-223-5050医療法人　長岡内科・長岡　榮 平24. 1. 1内   放   他  診療所
     画像診断クリニック 下関市田中町１番１３号 常　勤:    1画像診断クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　長岡　榮 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1728,0 下関市立市民病院 〒750-8520 083-231-4111地方独立行政法人　下田中　雅夫 平24. 4. 1一般 地域支援
     (01,3309,3) 下関市向洋町一丁目１３番１号 常　勤:   67関市立市民病院　理事 組織変更     一般   360病院
     (医      65)長　田中　雅夫 平30. 4. 1一般        60現存
     (歯       2) 一般
     非常勤:   25     一般    10
     (医      24) 一般
     (歯       1)     感染     6
     内   アレ 呼外
     呼内 神内 精  
     小   外   脳外
     心外 小外 整外
     リハ 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     麻   病理 歯  
     歯外 他   
     他：血内腎内糖
     内リ膠緩ペ循内
     消内放診放治消
     外乳外救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1730,6 下関病院附属地域診療〒759-6614 083-262-0832医療法人　水の木会　末次　正知 平24. 8. 1精   神内 内  診療所
     クリニック 下関市梶栗町４丁目２番３４号 常　勤:    2理事長　水木　寛 新規 心内 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1731,4 二武整形・リウマチク〒759-6311 083-772-0835医療法人　皇聖会　理二武　皇夫 平24. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 下関市豊浦町吉永１８４４番 常　勤:    1事長　二武　皇夫 組織変更 内   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1734,8 医療法人社団　やまう〒750-0057 083-228-0977医療法人社団　やまう山内　正嗣 平24.11. 1内   循   呼  診療所
     ち内科循環器科 下関市筋川町３番６号 常　勤:    1ち内科循環器科　理事 移転 他   現存
     (医       1)長　山内　正嗣 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1735,5 杉山クリニック 〒751-0833 083-250-8413杉山　克樹 杉山　克樹 平25. 2. 1心内 精   診療所
     下関市武久町１丁目１４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21101,1739,7 スマイルキッズクリニ〒750-1143 083-281-1000茶堂　宏 茶堂　宏 平25. 4. 1小   アレ 診療所
     ック 下関市小月駅前１丁目２番４３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1740,5 山﨑病院 〒752-0952 083-245-2222医療法人社団　豊関会山﨑　武伍 平25. 4. 1一般 病院
     下関市長府江下町２－１０ 常　勤:    4　理事長　諸冨　夏子 組織変更     一般    57現存
     (医       4) 平25. 4. 1外   内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1742,1 いちき循環器内科 〒751-0869 083-227-4800医療法人いちき循環器一木　和也 平25. 9. 1内   呼内 診療所
     下関市伊倉新町一丁目２番２号 常　勤:    1内科　理事長　一木　 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)和也 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1743,9 おおむら内科医院 〒752-0978 083-245-6789医療法人社団おおむら大村　良介 平25. 9. 1内   診療所
     下関市長府侍町二丁目５番５号 常　勤:    1内科医院　理事長　大 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)村　良介 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1744,7 しものせき内科循環器〒750-0000 083-249-2288田中　光一 田中　光一 平25.10.15内   循   診療所
     科クリニック 下関市王司上町　１丁目８－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1745,4 石川ファミリークリニ〒751-0869 083-249-5830石川　豊 石川　豊 平25.12.16小   内   診療所
     ック 下関市伊倉新町四丁目２番２１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1746,2 豊北病院 〒759-5101 083-785-0221医療法人豊愛会　理事入船　龍也 平26. 2. 1療養 病院
     下関市豊北町粟野２３９７番地 常　勤:    1長　入船　龍也 交代     療養    58現存
     (医       1) 平26. 2. 1内   外   整外
     非常勤:    6 リハ 他   
     (医       6) 他：消化器外科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1750,4 医療法人　しものせき〒751-0852 083-251-1010医療法人　しものせき江口　裕規 平26. 9. 1脳外 診療所
     脳神経外科クリニック下関市熊野町１丁目７番６号 常　勤:    2脳神経外科クリニック 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　江口　裕規 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21901,1751,2 はしもと内科医院 〒752-0933 083-246-1313橋本　亮 橋本　亮 平26.11. 1内   呼内 放  診療所
     下関市長府松小田本町２５番１１常　勤:    2 新規 他   現存
     号 (医       2) 平26.11. 1他：循環器内科
     　消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1752,0 なごみクリニック 〒750-0313 083-288-0307入江　和彦 入江　和彦 平26.11. 1内   呼内 小  診療所
     下関市菊川町田部１２０２番地１常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平26.11. 1他：胃腸内科　
     肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1753,8 うめだ小児科医院 〒752-0977 083-245-5390楳田　真史 楳田　真史 平26.10.14小   アレ 診療所
     下関市長府東侍町５番４５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1754,6 なかむら医院 〒750-1153 083-282-0100医療法人イーハ・トー中村　享代 平26.12. 1内   診療所
     下関市清末鞍馬一丁目１０番３７常　勤:    1ヴ　理事長　中村　享 組織変更 現存
     号 (医       1)代 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1756,1 下関市こども発達セン〒751-0827 083-227-2920社会福祉法人　下関市大賀　由紀 平27. 5. 1小   精   診療所
     ター診療所 下関市幡生本町２６番１２号 常　勤:    1社会福祉事業団　理事 新規 現存
     (医       1)長　堀川　徹二 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1757,9 江藤病院 〒759-6532 083-286-2137医療法人　水の木会　石原　直貴 平27. 4. 1療養 病院
     下関市吉見新町１丁目６番１７号常　勤:    2理事長　水木　寛 交代     療養    80現存
     (医       2) 平27. 4. 1内   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1758,7 きぬがわ眼科 〒759-6311 083-227-3445衣川　弘樹 衣川　弘樹 平27. 5. 1眼   診療所
     下関市豊浦町吉永１８４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1760,3 安藤内科 〒750-0074 083-266-1866医療法人正和会　理事安藤　正也 平27.10. 1内   他   呼内診療所
     下関市彦島本村町７－３－１ 常　勤:    1長　安藤　正也 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1761,1 おづきクリニック 〒750-1143 083-281-3055医療法人おづきクリニ三浦　直樹 平27.12. 1整外 リハ リウ診療所
     下関市小月駅前一丁目２番３７号常　勤:    1ック　理事長　三浦　 組織変更 麻   他   現存
     (医       1)直樹 平27.12. 1他：ペインクリ
     ニック外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22801,1762,9 しのはらクリニック 〒751-0806 083-257-1119篠原　正博 篠原　正博 平28. 4. 1他   外   診療所
     下関市一の宮町４丁目１番５号 常　勤:    1 交代 他：消化器内科現存
     (医       1) 平28. 4. 1、肛門外科、腫
     瘍内科、疼痛緩
     和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1763,7 領家循環器内科 〒750-0016 083-250-7321医療法人領家循環器内領家　勉 平28. 4. 1他   内   診療所
     下関市細江町二丁目１番９号 常　勤:    1科　理事長　領家　勉 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1764,5 喜多整形外科医院 〒750-0018 083-222-1738喜多　正孝 喜多　正孝 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     下関市豊前田町２丁目１番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1765,2 山口県済生会豊浦病院〒759-6302 083-774-0511社会福祉法人恩賜財団中司　謙二 平28. 4. 1一般 病院
     下関市豊浦町大字小串７番地３ 常　勤:   18済生会支部　山口県済 交代     一般   155現存
     (医      18)生会支部　支部長　村 平28. 4. 1一般
     非常勤:   22田　雅弘     特定    31
     (医      22) 療養
         療養    60
     療養
         療養    29
     内   呼内 他  
     心内 神内 小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     他：消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1766,0 愛善会いけだ整形外科〒751-0833 083-252-3333池田　慶裕 池田　慶裕 平28. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     下関市武久町二丁目４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1767,8 佐藤医院 〒750-1143 083-282-0137佐藤　康弘 佐藤　康弘 平28. 7.12他   内   循  診療所
     下関市小月駅前一丁目６番２５号常　勤:    2 交代 他：消化器内科現存
     (医       2) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1768,6 井町産婦人科医院 〒751-0872 083-263-3070医療法人正仁会　理事井町　正士 平29. 1. 1一般        12診療所
     下関市秋根南町２丁目１番１８号常　勤:    1長　井町　正士 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  23501,1769,4 あやらぎこどもクリニ〒751-0849 083-251-6666岩井　崇 岩井　崇 平29. 4. 1小   診療所
     ック 下関市綾羅木本町５丁目２番７号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,1770,2 しものせき皮ふ科クリ〒751-0820 083-227-2102中村　好貴 中村　好貴 平29. 5. 1皮   アレ 他  診療所
     ニック 下関市新椋野３丁目１－２３ 常　勤:    1 新規 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,1772,8 いとう整形外科 〒751-0820 083-242-4114伊藤　裕 伊藤　裕 平29. 8. 1整外 リハ 診療所
     下関市新椋野３丁目１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,1773,6 ひらの胃腸科・内科医〒750-0001 083-223-7604平野　厚宜 平野　厚宜 平29.11. 1内   他   診療所
     院 下関市幸町３番８号 常　勤:    1 新規 他：胃腸内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1774,4 野村整形外科 〒751-0849 083-253-6868医療法人社団弥生会　野村　茂治 平30. 1. 1整外 他   リハ診療所
     下関市綾羅木本町四丁目８番１号常　勤:    1理事長　野村　弥生 新規 他：脊椎外科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1775,1 ももさき皮ふ科 〒750-0008 083-228-5015医療法人ももさき皮ふ桃崎　直也 平30. 1. 1皮   診療所
     下関市田中町１１番１３号 常　勤:    1科　理事長　桃崎　直 組織変更 現存
     (医       1)也 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1776,9 ゆめ眼科 〒751-0869 083-250-7110瀬戸　輝幸 瀬戸　輝幸 平30. 2. 1眼   診療所
     下関市伊倉新町３丁目１番１号ゆ常　勤:    1 新規 現存
     めシティ新下関２Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,1777,7 すみれアイクリニック〒750-0025 083-223-0290奥　洋子 奥　洋子 平30. 5. 1眼   診療所
     下関市竹崎町４－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1778,5 とね眼科クリニック 〒750-0075 083-266-2000医療法人ＥＹＥＳＴＯ登根　慎治郎 平30. 5. 1眼   診療所
     下関市彦島江の浦町一丁目７番８常　勤:    2ＮＥＳ　理事長　登根 組織変更 現存
     号 (医       2)　慎治郎 平30. 5. 1
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  24402,1011,9 宇部市休日・夜間救急〒755-0033 083-631-1099宇部市長　久保田　后矢野　忠生 昭55. 6. 8内   小   外  診療所
     (02,3085,7) 診療所 宇部市琴芝町２丁目１番１０号 常　勤:    1子 新規 眼   耳い 歯  現存
     (医       1) 平28. 6. 8
     非常勤:  199
     (医     130)
     (歯      69)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,1013,5 医療法人博愛会　宇部〒755-0051 0836-31-1146医療法人博愛会　理事小田　悦郎 昭32.10. 4一般 病院
     (02,3103,8) 記念病院 宇部市上町１丁目４番１１号 常　勤:    9長　江澤　和彦 新規     一般    66現存
     (医       8) 平29.10. 4一般
     (歯       1)     一般    62
     非常勤:   36 療養
     (医      35)     療養    62
     (歯       1) 内   外   整外
     呼   皮   消  
     循   リハ こう
     性   脳外 放  
     リウ 神内 歯  
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,1054,9 原田外科医院 〒755-0023 0836-31-7622原田　勇 原田　勇 昭47. 5. 1内   外   整外診療所
     宇部市恩田町５丁目８番５号 常　勤:    2 新規 リハ 他   療養病床
     (医       2) 平29. 5. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,1055,6 社会医療法人　尾中病〒755-0031 0836-31-2133社会医療法人尾中病院尾中　宇蘭 昭32.10. 4一般        60病院
     院 宇部市常盤町２丁目４番５号 常　勤:    7　理事長　尾中　宇蘭 新規 療養 療養病床
     (医       7) 平29.10. 4    療養    60現存
     非常勤:   45 療養
     (医      45)     療養    60
     内   外   整外
     脳外 皮   放  
     呼   胃   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,1070,5 セントラル硝子株式会〒755-0001 0836-22-5032セントラル硝子株式会鍋島　篤典 昭35.10. 7内   診療所
     社　宇部工場診療所 宇部市大字沖宇部５２５３ 常　勤:    1社　執行役員宇部工場 新規 現存
     (医       1)長　徳永　敦之 平29.10. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,1076,2 吉永外科医院 〒755-0018 0836-21-6560吉永　孝富 吉永　孝富 昭36. 8. 1一般 診療所
     宇部市錦町４番１１号 常　勤:    2 新規     一般    14療養病床
     (医       2) 平24. 8. 1消   外   整外現存
     こう 放   
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  25002,1113,3 内田皮膚科泌尿器科医〒755-0051 0836-21-6400内田　潔 内田　潔 昭36. 9.20皮   ひ   診療所
     院 宇部市上町１丁目３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,1138,0 医療法人厚仁会　西宇〒759-0207 0836-41-8190医療法人厚仁会　理事田中　隆穂 昭39. 4. 1精神       218病院
     (02,3106,1) 部病院 宇部市大字際波２４８の１ 常　勤:    3長　田中　冨美子 新規 内   精   神  現存
     (医       2) 平30. 4. 1皮   歯   矯歯
     (歯       1) 小歯 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,1144,8 医療法人和同会　片倉〒755-0151 0836-51-6222医療法人和同会　理事高橋　幹治 昭40. 1. 1精神        37病院
     (02,3025,3) 病院 宇部市大字西岐波２２９の３ 常　勤:    6長　髙橋　幹治 新規 精神        30現存
     (医       6) 平28. 1. 1精神       162
     非常勤:   13 精   神   歯  
     (医      10)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,1178,6 荒川耳鼻咽喉科医院 〒755-0045 0836-21-3061荒川　清 荒川　清 昭51.12.11耳い 診療所
     宇部市中央町１丁目６番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,1179,4 山本内科 〒755-0036 0836-21-1580山本　徹 山本　徹 昭52. 3. 1内   呼   胃  診療所
     宇部市北琴芝２丁目１２番１２号常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,1189,3 重松整形外科医院 〒755-0002 0836-51-9123重松　昭彦 重松　昭彦 昭54. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     宇部市亀浦３丁目４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,1193,5 医療法人和同会　宇部〒755-0151 0836-51-3111医療法人和同会　理事有山　重美 昭54. 8. 1療養 病院
     リハビリテーション病宇部市大字西岐波２２９の３ 常　勤:    9長　髙橋　幹治 新規     療養   192現存
     院 (医       9) 平24. 8. 1療養
     非常勤:   31     療養    40
     (医      31) 療養
         療養   120
     内   神内 リハ
     放   眼   皮  
     耳い 精   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25702,1197,6 医療法人聖比留会　セ〒755-0155 0836-51-5111医療法人聖比留会　理西嶋　雋嘉 昭54. 9. 1一般 病院
     ントヒル病院 宇部市今村北３丁目７番１８号 常　勤:   14事長　浜辺　崇衣 新規     一般   101療養病床
     (医      14) 平24. 9. 1療養 現存
     非常勤:   32     療養    83
     (医      32) 内   外   整外
     脳外 リハ アレ
     ひ   呼内 他  
     他：消内、腎内
     、透内、循内、
     消外、放診断、
     放治療
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,1199,2 根木胃腸科 〒755-0047 0836-21-0526根木　みゆき 根木　逸郎 昭55. 4. 1胃   診療所
     宇部市島３丁目６番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,1226,3 なにわ皮膚科医院 〒755-0043 0836-22-1617浪花　志郎 浪花　志郎 昭59. 4. 1皮   アレ 診療所
     宇部市相生町３番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,1227,1 松谷医院 〒755-0045 0836-21-0870石井　征文 石井　征文 昭59. 4. 1内   診療所
     宇部市中央町３丁目１１番１６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,1229,7 今村皮膚科形成外科 〒755-0026 0836-21-0816今村　英一 今村　朋子 昭59. 6. 1皮   形外 診療所
     宇部市松山町１丁目８番２２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202,1235,4 医療法人社団泉仁会　〒759-0136 0836-62-1001医療法人社団泉仁会　江嶋　清行 昭60. 8. 1療養 病院
     (02,3109,5) 宇部第一病院 宇部市大字木田４０の２０ 常　勤:    5理事長　江嶋　清行 新規     療養   128現存
     (医       4) 平24. 8. 1療養
     (歯       1)     療養    32
     非常勤:   12 内   精   神内
     (医      12) 外   脳外 整外
     放   リハ 歯  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,1237,0 岡本医院 〒755-0045 0836-21-2347岡本　一廣 岡本　一廣 平 8.11.20外   胃   こう診療所
     宇部市中央町２丁目１３番１８号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26402,1239,6 よしもと小児科医院 〒755-0073 0836-22-0555吉本　賢良 吉本　賢良 平10.12.14小   診療所
     宇部市中尾１丁目７番１０号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,1240,4 医療法人社団　今釜整〒755-0072 0836-21-1133医療法人社団今釜整形今釜　哲男 昭62. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 宇部市中村２丁目６番１１号 常　勤:    1外科　理事長　今釜　 新規 休止
     (医       1)哲男 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,1242,0 医療法人聖比留会　厚〒759-0204 0836-44-2111医療法人聖比留会　理内山　浩一 昭62. 7. 1一般 病院
     南セントヒル病院 宇部市大字妻崎開作１０８ 常　勤:    5事長　浜辺　崇衣 新規     一般    40療養病床
     (医       5) 平29. 7. 1療養 現存
     非常勤:   28     療養    40
     (医      28) 内   ひ   脳外
     放   他   
     他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,1243,8 水木神経内科医院 〒755-0013 0836-34-1056水木　章夫 水木　章夫 平 6. 4.13精   心内 神内診療所
     宇部市明治町２丁目５番７号 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,1251,1 医療法人社団　うのし〒755-0065 0836-34-1101医療法人社団うのしま浦山　直樹 平元. 2. 1内   放   他  診療所
     ま内科クリニック 宇部市浜町２丁目１１番１５号 常　勤:    2内科クリニック　理事 新規 他：消化器内科現存
     (医       2)長　浦山　直樹 平28. 2. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,1252,9 医療法人社団　土屋医〒755-0051 0836-33-8116医療法人社団土屋医院土屋　公徳 平元. 4.18精   神   神内診療所
     院 宇部市上町２丁目３番１１号 常　勤:    2　理事長　土屋　公徳 新規 心内 現存
     (医       2) 平28. 4.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,1253,7 医療法人社団　永谷眼〒755-0047 0836-21-4060医療法人社団永谷眼科永谷　学 平 2.12. 1眼   診療所
     科 宇部市島３丁目１０番１１号 常　勤:    2　理事長　永谷　学 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,1254,5 医療法人仁心会　南園〒755-0011 0836-22-3434医療法人仁心会　理事南園　忠 平 2.10.14一般        19診療所
     クリニック 宇部市昭和町１丁目２番１５号 常　勤:    2長　南園　忠 新規 内   脳外 神内現存
     (医       2) 平29.10.14他   
     非常勤:    3 その他：循環器
     (医       3) 内科、腎臓内科
     （人工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27202,1258,6 医療法人社団　鈴木小〒755-0155 0836-51-1100医療法人社団鈴木小児鈴木　英太郎 平元. 8. 1小   アレ 診療所
     児科医院 宇部市今村北４丁目２６番１５号常　勤:    2科医院　理事長　鈴木 新規 現存
     (医       2)　英太郎 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,1261,0 医療法人社団良芙会　〒755-0033 0836-33-6677医療法人社団良芙会藤藤田　岳史 平元.11. 1放   診療所
     藤田放射線科 宇部市琴芝町１丁目２番５７号 常　勤:    1田放射線科　理事長　 新規 現存
     (医       1)藤田　岳史 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,1262,8 おばやま脳血管心臓病〒755-0083 0836-21-2900医療法人社団おばやま城山　雄二郎 平元.11. 1内   脳外 呼  診療所
     クリニック 宇部市南小羽山町２丁目１９番１常　勤:    2内科　理事長　安本　 新規 他   現存
     ３号 (医       2)教則 平28.11. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,1264,4 医療法人社団　東整形〒755-0023 0836-32-0085医療法人社団東整形外東　良和 平元.11. 1整外 リハ リウ診療所
     外科 宇部市恩田町２丁目８番８号 常　勤:    2科　理事長　東　良和 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,1267,7 医療法人社団　浅山眼〒755-0031 0836-21-2321医療法人社団浅山眼科浅山　琢也 平 2. 4. 1一般         6診療所
     科 宇部市常盤町１丁目１番４号 常　勤:    2　理事長　浅山　琢也 新規 眼   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,1269,3 医療生活協同組合健文〒755-0005 0836-33-6111医療生活協同組合健文上野　尚 平 2. 4. 1一般 病院
     会　宇部協立病院 宇部市五十目山町１６番２３号 常　勤:   10会　理事長　野田　浩 新規     一般   105現存
     (医      10)夫 平29. 4. 1療養
     非常勤:   30     療養    54
     (医      30) 内   消   循  
     呼   精   放  
     外   こう 整外
     リウ リハ 他  
     他：糖尿病内分
     泌科、総合診療
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,1275,0 医療法人社団弘洋会　〒755-0154 0836-51-1313医療法人社団弘洋会床髙田　弘一郎 平 2. 9. 1内   循   放  診療所
     床波内科 宇部市今村南１丁目２番４０－５常　勤:    1波内科　理事長　髙田 新規 現存
     号 (医       1)　弘一郎 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27902,1276,8 医療法人社団　ふじも〒755-0039 0836-32-3313医療法人社団ふじもと藤本　憲史 平 2. 9. 1内   胃   放  診療所
     と内科胃腸科医院 宇部市東梶返４丁目７番７号 常　勤:    1内科胃腸科医院　理事 新規 現存
     (医       1)長　藤本　憲史 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,1277,6 医療法人社団　西村外〒759-0204 0836-41-5010医療法人社団西村外科西村　光平 平 2. 9. 1胃   外   リハ診療所
     科医院 宇部市大字妻崎開作８１２の１ 常　勤:    1医院　理事長　西村　 新規 放   現存
     (医       1)光平 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102,1279,2 医療法人社団　いそべ〒755-0026 0836-32-3320医療法人社団いそべ整礒部　輝雄 平 3. 1. 1一般        19診療所
     整形外科医院 宇部市松山町１丁目８番２３号 常　勤:    2形外科医院　理事長　 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       2)礒部　輝雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,1280,0 渡木クリニック 〒755-0038 0836-22-0303医療法人渡木クリニッ渡木　邦彦 平 3. 1. 1一般        12診療所
     宇部市海南町２番５８－１号 常　勤:    1ク　理事長　渡木　邦 新規 産   婦   麻  休止
     (医       1)彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,1283,4 山田皮ふ科 〒755-0096 0836-35-4970山田　健一 山田　健一 平 3. 5. 1皮   診療所
     宇部市開１丁目２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402,1286,7 医療法人社団　すが眼〒759-0206 0836-44-2211医療法人社団すが眼科菅　順子 平 7.10.12眼   診療所
     科 宇部市大字東須恵７５１の１９ 常　勤:    1　理事長　菅　順子 移転 現存
     (医       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,1288,3 医療法人社団　たはら〒759-0203 0836-44-1100医療法人社団たはら整多原　哲治 平 4. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 宇部市大字中野開作６５ 常　勤:    1形外科　理事長　多原 新規 現存
     (医       1)　哲治 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602,1293,3 とみた小児科医院 〒759-0204 0836-44-4150冨田　茂 冨田　茂 平 4.11. 1小   診療所
     宇部市大字妻崎開作５９９の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702,1297,4 医療法人社団　三井外〒755-0011 0836-21-5111医療法人社団三井外科三井　俊明 平 5. 1. 1内   胃   外  診療所
     科医院 宇部市昭和町４丁目４番１６号 常　勤:    1医院　理事長　三井　 新規 こう リハ 整外現存
     (医       1)俊明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,1301,4 医療法人社団　矢野外〒755-0064 0836-22-1001医療法人社団矢野外科矢野　忠生 平 5. 5. 1胃   外   こう診療所
     科医院 宇部市鍋倉町６番４５号 常　勤:    1医院　理事長　矢野　 新規 リハ 放   麻  現存
     (医       1)忠生 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28902,1302,2 医療法人社団　徳久内〒755-0023 0836-33-3372医療法人社団徳久内科德久　 弘 平 5. 9. 1循   呼   内  診療所
     科医院 宇部市恩田町２丁目２２番４１号常　勤:    2医院　理事長　徳久　 新規 現存
     (医       2)隆成 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002,1304,8 永井レディースクリニ〒759-0209 0836-44-1644永井　理博 永井　理博 平 5.11. 1内   産婦 診療所
     ック 宇部市厚南北五丁目２番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102,1307,1 生協上宇部クリニック〒755-0038 0836-33-3395医療生活協同組合健文馬場　洋明 平 6. 1. 1内   診療所
     宇部市海南町２番２５号 常　勤:    1会　理事長　野田　浩 新規 現存
     (医       1)夫 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,1309,7 ひらた内科クリニック〒755-0061 0836-21-9880医療法人社団淳和会　平田　哲 平 6. 1. 1内   呼   リウ診療所
     宇部市若松町５番５号 常　勤:    1理事長　平田　哲 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,1311,3 ブライトンクリニック〒755-0151 0836-51-9530河野　嘉彦 河野　嘉彦 平 6. 7. 1耳い 皮   心内診療所
     宇部市大字西岐波１５５１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402,1313,9 医療法人社団　猪熊耳〒755-0072 0836-35-8787医療法人社団猪熊耳鼻猪熊　哲彦 平 6. 9. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科 宇部市中村３丁目５番２２号 常　勤:    1咽喉科　理事長　猪熊 新規 現存
     (医       1)　哲彦 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,1317,0 医療法人社団　久本皮〒755-0036 0836-22-8221医療法人社団久本皮ふ久本　和夫 平 7. 3. 1皮   診療所
     ふ科医院 宇部市北琴芝２丁目１０番１０号常　勤:    1科医院　理事長　久本 新規 現存
     (医       1)　和夫 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602,1318,8 清水泌尿器科 〒755-0065 0836-21-2600医療法人清水泌尿器科清水　芳幸 平 7. 5. 1ひ   診療所
     宇部市浜町２丁目３番３４号 常　勤:    1　理事長　清水　芳幸 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,1322,0 医療法人社団　のむら〒759-0204 0836-44-0321医療法人社団のむら大野村　眞一 平 7.10. 1一般        19診療所
     大腸肛門クリニック 宇部市大字妻崎開作８３の１ 常　勤:    1腸肛門クリニック　理 組織変更 胃   外   こう現存
     (医       1)事長　野村　眞一 平28.10. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,1323,8 医療法人　フジイ内科〒755-0049 0836-32-0760医療法人フジイ内科医藤井　新也 平 7.11. 1内   診療所
     医院 宇部市西小串五丁目６番２１号 常　勤:    1院　理事長　藤井　新 組織変更 現存
     (医       1)也 平28.11. 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    37 頁

  29902,1325,3 高田外科医院 〒755-0153 0836-51-9605髙田　伸一 髙田　伸一 平 7.11.20外   内   整外診療所
     宇部市床波２丁目５番３３の３ 常　勤:    1 新規 呼内 他   現存
     (医       1) 平28.11.20他：消化器内科
     、消化器外科、
     呼吸器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002,1328,7 末冨内科クリニック 〒759-0212 0836-41-1231医療法人末冨内科クリ末冨　洋一郎 平 8. 4. 1内   放   他  診療所
     宇部市厚南中央二丁目２番３号 常　勤:    3ニック　理事長　末冨 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       3)　洋一郎 平29. 4. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102,1330,3 医療法人社団田中内科〒759-0213 0836-44-5100医療法人社団田中内科田中　義人 平 8. 4. 1内   消   リハ診療所
     消化器科 宇部市黒石北五丁目１番５３号 常　勤:    1消化器科　理事長　田 組織変更 放   現存
     (医       1)中　義人 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,1331,1 西垣内放射線科 〒759-0204 0836-41-6200医療法人西垣内医院　西垣内　一哉 平 9. 2. 1放   胃   呼  診療所
     宇部市大字妻崎開作９１４の２ 常　勤:    1理事長　西垣内　一哉 移転 リハ 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,1332,9 医療法人太白会シーサ〒755-0241 0836-58-5360医療法人太白会　理事延谷　壽夫 平 9. 2. 1療養 病院
     イド病院 宇部市大字東岐波４３２２の１ 常　勤:    5長　延谷　壽夫 組織変更     療養   155療養病床
     (医       5) 平30. 2. 1療養 現存
     非常勤:   37     療養    55
     (医      37) 内   他   呼内
     リハ アレ 
     他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,1333,7 上宇部こどもクリニッ〒755-0097 0836-29-1155萩原　啓二 萩原　啓二 平 9. 4. 1小   内   アレ診療所
     ク 宇部市常盤台１丁目２０番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502,1334,5 はりま内科胃腸科 〒755-0151 0836-54-0077針間　喬 針間　喬 平 9. 4. 1内   他   診療所
     宇部市大字西岐波１８８６の５ 常　勤:    1 新規 他：内科（胃・現存
     (医       1) 平30. 4. 1大腸）、心療内
     科（大腸）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602,1339,4 ときわクリニック 〒755-0151 0836-51-3321若松　隆史 若松　隆史 平 9. 8. 1外   内   整外診療所
     宇部市大字西岐波４７３９の２ 常　勤:    1 新規 リハ 胃   呼  現存
     (医       1) 平24. 8. 1脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702,1340,2 渡辺内科医院 〒755-0026 0836-21-1869渡邊　英明 渡邊　英明 平 9.10. 1内   胃   放  診療所
     宇部市松山町４丁目９番７号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  30802,1341,0 ささい小児科 〒755-0082 0836-34-1039医療法人ささい　理事佐々井　静代 平 9.10. 1小   診療所
     宇部市東小羽山町４丁目１番２号常　勤:    1長　佐々井　一彦 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902,1342,8 医療法人社団コスモス〒759-0212 0836-44-4970医療法人社団コスモス奥田　史雄 平 9.10. 1内   循   呼  診療所
     会　オクダ内科循環器宇部市厚南中央一丁目２番６６号常　勤:    1会オクダ内科循環器科 組織変更 放   現存
     科 (医       1)　理事長　奥田　史雄 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002,1343,6 上宇部外科 〒755-0038 0836-21-8888医療法人社団上宇部外佐々木　丈二 平 9.10. 1外   整外 消  診療所
     宇部市海南町２番１２号 常　勤:    1科　理事長　佐々木　 組織変更 循   呼   リハ現存
     (医       1)丈二 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102,1346,9 むらかみこどもクリニ〒759-0206 0836-44-4976村上　俊雄 村上　俊雄 平10. 2. 1小   アレ 診療所
     ック 宇部市大字東須恵１９７７の１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202,1349,3 医療法人社団　廣重内〒755-0153 0836-51-7100医療法人社団廣重内科廣重　幸雄 平10. 4. 1内   診療所
     科 宇部市床波２丁目３番６号 常　勤:    1　理事長　廣重　幸雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31302,1351,9 医療法人社団　長谷川〒755-0036 0836-36-4688医療法人社団　長谷川長谷川　奈津江 平10. 7. 1眼   診療所
     眼科　琴芝クリニック宇部市北琴芝２丁目５番２１号 常　勤:    1眼科　理事長　長谷川 新規 現存
     (医       1)　靖 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31402,1352,7 栗栖クリニック 〒755-0241 0836-59-0116栗栖　敏嘉 栗栖　敏嘉 平10. 7. 1胃   外   内  診療所
     宇部市大字東岐波１０９６の１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31502,1354,3 森重整形外科 〒755-0032 0836-35-7060医療法人社団雄史会　森重　登志雄 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     宇部市寿町２丁目８番１６号 常　勤:    1理事長　森重　登志雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602,1356,8 耳鼻咽喉科クリニカ厚〒759-0206 0836-41-1112医療法人社団立英会　井上　英輝 平10.10. 1耳い 診療所
     南 宇部市大字東須恵７５１の１８ 常　勤:    1理事長　井上　英輝 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702,1357,6 医療法人社団　小沢内〒755-0033 0836-22-1515医療法人社団小沢内科山本　浩造 平10.10. 1内   循   呼  診療所
     科医院 宇部市琴芝町１丁目４番３１号 常　勤:    1医院　理事長　山本　 組織変更 現存
     (医       1)浩造 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  31802,1361,8 ふくたクリニック 〒755-0047 0836-32-5088医療法人社団恒誠会　福田　信二 平11. 9. 1内   呼内 リウ診療所
     宇部市島３丁目８番１３号 常　勤:    1理事長　福田　信二 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29. 9. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902,1364,2 くが医院 〒755-0028 0836-21-2087空閑　克則 空閑　克則 平11.12. 1内   診療所
     宇部市東本町２丁目６番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002,1365,9 医療法人社団にしむら〒755-0077 0836-35-0099医療法人社団にしむら西村　滋生 平12. 1. 1内   胃   循  診療所
     内科クリニック 宇部市山門４丁目１番２７号 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 放   リハ 呼  現存
     (医       1)長　西村　滋生 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32102,1366,7 医療法人社団いのくま〒755-0151 0836-51-0880医療法人社団いのくま猪熊　和代 平12. 1. 1小   診療所
     こどもクリニック 宇部市大字西岐波大沢４５３５の常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     ５ (医       1)事長　猪熊　和代 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202,1369,1 名和田内科 〒755-0055 0836-21-2496医療法人社団名和田内名和田　浩 平12. 9. 1内   消   診療所
     宇部市居能町３丁目１番５号 常　勤:    1科　理事長　名和田　 組織変更 現存
     (医       1)浩 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32302,1370,9 医療法人社団小羽山ク〒755-0081 0836-32-5117医療法人社団小羽山ク森　文樹 平12. 9. 1外   皮   循  診療所
     リニック 宇部市北小羽山町２丁目６番５２常　勤:    2リニック　理事長　森 組織変更 胃   こう 内  現存
     号 (医       2)　文樹 平24. 9. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402,1371,7 ひらき内科 〒755-0096 0836-22-8808医療法人ひらき内科　山本　浩二 平12. 9. 1内   神内 リハ診療所
     宇部市開１丁目３番３号 常　勤:    1理事長　山本　浩二 組織変更 小   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32502,1372,5 小林整形外科 〒759-0208 0836-41-8380医療法人社団小林整形小林　秀樹 平12. 9. 1一般 診療所
     宇部市西宇部南４丁目９番２６号常　勤:    1外科　理事長　小林　 組織変更     一般    19現存
     (医       1)秀樹 平24. 9. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602,1374,1 医療法人河野医院 〒755-0056 0836-32-7795医療法人河野医院　理河野　裕 平12.10. 1内   消   診療所
     宇部市文京町４番５１号 常　勤:    1事長　河野　裕 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702,1375,8 富士消化器内科クリニ〒755-0004 0836-22-5588医療法人社団富士消化富士　匡 平13. 1. 1消   内   放  診療所
     ック 宇部市草江２丁目１番４５号 常　勤:    1器内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　富士　匡 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32802,1376,6 なかの眼科クリニック〒755-0151 0836-51-0086中野　朋子 中野　朋子 平13. 4. 1眼   診療所
     宇部市大字西岐波１７２２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902,1382,4 沖中耳鼻咽喉科クリニ〒755-0006 0836-29-1133医療法人社団　沖中耳沖中　芳彦 平13. 9. 1耳い 診療所
     ック 宇部市岬町１丁目２番３３号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　沖 組織変更 現存
     (医       1)中　芳彦 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,1384,0 医療法人社団　はしも〒759-0206 0836-45-0355医療法人社団　はしも橋本　恭治 平13.10. 1一般        11診療所
     と産婦人科医院 宇部市大字東須恵１９５９の１０常　勤:    1と産婦人科医院　理事 組織変更 産婦 現存
     (医       1)長　橋本　恭治 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102,1385,7 医療法人　香山会　き〒755-0241 0836-59-1133医療法人　香山会　き緒方　洋一 平13.10. 1耳い 診療所
     わらクリニック耳鼻咽宇部市大字東岐波１０５３の６ 常　勤:    1わらクリニック耳鼻咽 組織変更 現存
     喉科 (医       1)喉科　理事長　緒方　 平25.10. 1
     洋一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202,1386,5 医療法人社団　小野整〒755-0151 0836-54-0357医療法人社団　小野整小野　直司 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 宇部市大字西岐波２７５９の６ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　小野　直司 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,1387,3 いそやま泌尿器科クリ〒755-0151 0836-54-0170医療法人　愛心会　理磯山　理一郎 平14. 1. 1ひ   他   診療所
     ニック 宇部市大字西岐波１５５０の５ 常　勤:    1事長　磯山　理一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402,1389,9 医療法人社団　　内田〒755-0153 0836-51-9323医療法人社団　内田内内田　悦慈 平14. 9. 1内   消   放  診療所
     内科消化器科 宇部市床波２丁目５番２６号 常　勤:    1科消化器科　理事長　 移転 現存
     (医       1)内田　悦慈 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,1392,3 たての皮膚科クリニッ〒755-0241 0836-59-1112立野　裕晶 立野　裕晶 平15. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 宇部市大字東岐波５６７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602,1394,9 すがメンタルクリニッ〒759-0203 0836-45-2233菅　智史 菅　智史 平16. 3. 1精   心内 診療所
     ク 宇部市大字中野開作４３３の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,1397,2 医療法人社団　開クリ〒755-0096 0836-22-7272医療法人社団　開クリ蔵澄　茂 平16. 9. 1外   内   整外診療所
     ニック 宇部市開６丁目１１番５号 常　勤:    1ニック　理事長　蔵澄 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　茂 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802,1398,0 医療法人社団　ニシム〒755-0241 0836-59-2466医療法人社団　ニシム西村　学 平16. 9. 1内   診療所
     ラ内科 宇部市大字東岐波２１５１の２ 常　勤:    1ラ内科　理事長　西村 組織変更 現存
     (医       1)　学 平28. 9. 1
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  33902,1400,4 ささい放射線科 〒755-0082 0836-22-0331医療法人ささい　理事佐々井　一彦 平16.10. 1放   胃   呼  診療所
     宇部市東小羽山町４丁目１番２号常　勤:    1長　佐々井　一彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,1402,0 わだ泌尿器科クリニッ〒755-0085 0836-37-6000医療法人　わだ泌尿器和田　尚 平17. 1. 1ひ   性   診療所
     ク 宇部市沼１丁目１番２３号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　和田　尚 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34102,1404,6 医療法人いぶき会　針〒755-0031 0836-21-2373医療法人いぶき会　理金子　法子 平17. 7. 1一般         8診療所
     間産婦人科 宇部市常盤町２丁目１番４４号 常　勤:    1事長　金子　法子 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202,1405,3 医療法人信和会　高嶺〒759-0134 0836-62-1100医療法人信和会　理事橋本　耕司 平17. 8. 1精神       127病院
     (02,3175,6) 病院 宇部市大字善和１８７の２ 常　勤:    3長　橋本　隆 移転 精   神   内  現存
     (医       3) 平29. 8. 1歯   
     非常勤:   10
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,1406,1 医療法人社団　大西ク〒755-0241 0836-58-5191医療法人社団　大西ク大西　公二 平17. 9. 1心内 神   精  診療所
     リニック 宇部市大字東岐波２１１８の１３常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)西　公二 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34402,1407,9 金子小児科 〒755-0051 0836-22-0006金子　淳子 金子　淳子 平17. 9. 1小   診療所
     宇部市上町１丁目６番１６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502,1409,5 きわなみ内科クリニッ〒759-0208 0836-41-1114医療法人　雅美会　理畠中　雅生 平17.12. 1呼   消   内  診療所
     ク 宇部市西宇部南３丁目２番１５号常　勤:    1事長　畠中　雅生 組織変更 放   アレ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602,1411,1 医療法人社団　かわか〒755-0024 0836-37-3700医療法人社団　かわか川上　不二夫 平18. 1. 1整外 小   リハ診療所
     み整形外科・小児科ク宇部市野原１丁目５番５号 常　勤:    2み整形外科・小児科ク 組織変更 リウ 現存
     リニック (医       2)リニック　理事長　川 平30. 1. 1
     上　不二夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702,1412,9 医療法人　おぐらクリ〒755-0021 0836-38-2525医療法人　おぐらクリ小倉　寛 平18. 1. 1内   胃   外  診療所
     ニック 宇部市常藤町４番２６号 常　勤:    1ニック　理事長　小倉 組織変更 こう リハ 麻  現存
     (医       1)　　寛 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34802,1414,5 むべの里診療所 〒759-0206 0836-38-5675社会福祉法人　むべの吉見　眞一 平18. 4. 1内   診療所
     宇部市大字東須恵３２０の１９ 常　勤:    1里　理事長　隅田　典 新規 現存
     (医       1)代 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902,1415,2 医療法人仁心会　宇部〒755-0032 0836-31-3337医療法人仁心会　理事松本　奉 平18. 4. 1一般        22病院
     仁心会病院 宇部市寿町３丁目２番２６号 常　勤:    2長　南園　忠 移転 療養        25現存
     (医       2) 平30. 4. 1内   循   他  
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35002,1417,8 医療法人社団　なかの〒759-0204 0836-41-3387医療法人社団　なかの中野　博孝 平18. 5. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科クリニック宇部市大字妻崎開作１１０の３ 常　勤:    1耳鼻咽喉科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　中野　博孝 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35102,1418,6 医療法人太白会　ひが〒755-0241 0836-59-1717医療法人太白会　理事藤井　謙三 平18. 6. 1整外 リハ 診療所
     しきわ整形外科クリニ宇部市大字東岐波５６１０の７ 常　勤:    1長　延谷　壽夫 新規 現存
     ック (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202,1419,4 永井皮ふ科医院 〒759-0209 0836-44-1991永井　純子 永井　純子 平18. 6. 1皮   診療所
     宇部市厚南北一丁目３番２２号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35302,1420,2 かわむらクリニック 〒755-0241 0836-58-4970中村　明 川村　明 平18. 8. 1内   胃   外  診療所
     宇部市大字東岐波３８４８の６ 常　勤:    1 組織変更 こう 皮   リハ現存
     (医       1) 平24. 8. 1他   
     他：漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35402,1421,0 くろかわクリニック 〒755-0002 0836-37-2255黒川　泰 黒川　泰 平18. 9. 1脳外 神内 診療所
     宇部市亀浦１丁目２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502,1423,6 はらぐち内科呼吸器科〒755-0008 0836-31-3100原口　正彦 原口　正彦 平18.10. 1内   呼   循  診療所
     宇部市明神町１丁目１番２１号 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602,1424,4 医療法人社団尾崎循環〒755-0151 0836-51-4970医療法人社団尾崎循環尾﨑　正治 平18. 9. 1内   循   呼  診療所
     器内科 宇部市大字西岐波４６９５の１ 常　勤:    1器内科　理事長　尾﨑 組織変更 現存
     (医       1)　正治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35702,1426,9 藤本内科・脳神経内科〒755-0003 0836-29-1128医療法人きらり　理事藤本　定一 平18.10. 1内   神内 リハ診療所
     宇部市則貞５丁目５番７号 常　勤:    2長　藤本　定一 組織変更 現存
     (医       2) 平24.10. 1
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  35802,1427,7 医療法人社団　藤野内〒755-0032 0836-32-1521医療法人社団　藤野内藤野　隆 平18.11. 1内   呼   循  診療所
     科 宇部市寿町１丁目３番３３号 常　勤:    1科　理事長　藤野　隆 移転 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35902,1428,5 ペインクリニック山本〒759-0206 0836-44-1388山本　一嗣 山本　一嗣 平18.12. 1麻   他   診療所
     医院 宇部市大字東須恵２２９７の１ 常　勤:    1 新規 他：ペインクリ現存
     (医       1) 平24.12. 1ニック・疼痛緩
     和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36002,1430,1 西川医院 〒755-0151 0836-54-2525医療法人テレサ会　理西川　雅裕 平19. 1. 1内   外   胃  診療所
     宇部市大字西岐波３２５の１ 常　勤:    3事長　西川　雅裕 組織変更 こう 放   リハ現存
     (医       3) 平25. 1. 1精   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36102,1431,9 よこやま皮ふ科クリニ〒759-0203 0836-45-2000横山　一雄 横山　一雄 平19. 4. 1皮   診療所
     ック 宇部市大字中野開作６８の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36202,1432,7 野中耳鼻科 〒755-0052 0836-21-6006野中　隆三郎 野中　隆三郎 平19. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     宇部市西本町１丁目１番４２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36302,1435,0 浜通りクリニック 〒755-0803 0836-37-1237西村　次郎 西村　次郎 平20. 4. 1心内 精   呼  診療所
     宇部市東藤曲２丁目５番２０号 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36402,1436,8 医療法人　たお内科ク〒755-0047 0836-37-3310医療法人　たお内科ク田尾　健 平21. 1. 1内   診療所
     リニック 宇部市島２丁目４番１１号 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)尾　健 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36502,1437,6 江本智子ウィメンズク〒755-0022 083-638-5111江本　智子 江本　智子 平21. 4. 1婦   他   診療所
     リニック 宇部市神原町１丁目４番８号 常　勤:    1 新規 他：女性内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36602,1438,4 近本眼科 〒755-0023 0836-35-7830近本　信彦 近本　信彦 平22. 5. 1眼   診療所
     宇部市恩田町２丁目５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36702,1440,0 医療法人　村上内科胃〒755-0049 0836-33-1118医療法人村上内科胃腸村上　敦司 平22. 9. 1内   他   放  診療所
     腸科 宇部市西小串１丁目３番１８号 常　勤:    1科　理事長　村上　敦 組織変更 他：胃腸内科 現存
     (医       1)司 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36802,1441,8 くろいし眼科 〒759-0206 0836-39-7351永谷　建 永谷　建 平23. 2. 1眼   他   診療所
     宇部市東須恵１９６６の１ 常　勤:    1 新規 他：小児眼科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36902,1442,6 やまもとクリニック 〒759-0213 0836-45-2599医療法人社団　厚心会山本　光太郎 平23. 2. 1内   外   他  診療所
     宇部市黒石北三丁目１番５３号 常　勤:    1　理事長　山本　光太 組織変更 リハ 現存
     (医       1)郎 平29. 2. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,1443,4 山口県立こころの医療〒755-0241 0836-58-2370地方独立行政法人　山兼行　浩史 平23. 4. 1精神        99病院
     センター 宇部市大字東岐波４００４の２ 常　勤:   10口県立病院機構　理事 組織変更 精神        81現存
     (医      10)長　岡　紳爾 平29. 4. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37102,1444,2 医療法人社団　佐藤ク〒755-0031 0836-32-7500医療法人社団　佐藤ク佐藤　育男 平23. 5. 1他   内   麻  診療所
     リニック 宇部市常盤町１丁目４番２５号 常　勤:    3リニック　理事長　平 移転 他：心臓内科、現存
     (医       3)賀　朋子 平29. 5. 1ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,1446,7 金沢守クリニック 〒755-0241 0836-58-3366金沢　守 金沢　守 平23. 9. 1リウ 内   外  診療所
     宇部市東岐波５６８９の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37302,1447,5 宇部西リハビリテーシ〒759-0202 0836-45-2111医療法人　和同会　理梶原　浩司 平24. 7. 1療養 病院
     ョン病院 宇部市沖ノ旦７９７番地 常　勤:   12事長　高橋　幹治 移転     療養   250現存
     (医      12) 平30. 7. 1療養
     非常勤:   12     療養    78
     (医      12) 内   神内 リハ
     放   脳外 他  
     他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37402,1450,9 有好内科クリニック 〒755-0039 0836-39-6139有好　浩一 有好　浩一 平25. 4. 1内   他   診療所
     宇部市東梶返三丁目９－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,1451,7 宇部フロンティア大学〒755-0056 0836-39-6031学校法人香川学園　理秋元　隆志 平25. 4. 1心内 精   診療所
     附属文京クリニック 宇部市文京町２－２２ 常　勤:    1事長　相原　次男 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37602,1452,5 江本内科 〒755-0022 0836-38-5126江本　政広 江本　政広 平25. 5. 1内   他   診療所
     宇部市神原１丁目４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,1453,3 くまがい眼科 〒755-0241 0836-58-6006医療法人樹和会　理事熊谷　直樹 平25. 9. 1眼   診療所
     宇部市東岐波２１２９番１ 常　勤:    1長　熊谷　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,1454,1 くろいし内科クリニッ〒759-0204 0836-45-0005医療法人生佳会　理事岩立　光生 平25. 9. 1内   呼内 診療所
     ク 宇部市大字妻崎開作５０３番地１常　勤:    1長　岩立　光生 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,1456,6 なわたクリニック 〒759-0202 0836-39-8737縄田　修吾 縄田　修吾 平25.11. 1内   婦   診療所
     宇部市沖ノ旦６８６番１ 常　勤:    2 新規 循環器内科 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38002,1457,4 ふじつ眼科 〒755-0067 0836-39-7777藤津　揚一朗 藤津　揚一朗 平26. 4. 1眼   診療所
     宇部市小串９１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38102,1458,2 医療法人社団清冨会　〒755-0013 0836-21-2864医療法人社団清冨会　南園　宗子 平26. 4. 1療養        42病院
     サンポプラ病院 宇部市明治町１丁目７番７号 常　勤:    1サンポプラ病院　理事 移転 他   内   整外現存
     (医       1)長　南園　忠 平26. 4. 1その他：腎内（
     非常勤:   21 人工透析）、循
     (医      21) 内、消内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,1460,8 波乗りクリニック 〒755-0241 0836-59-1173小早川　節 小早川　節 平26. 5. 1内   心内 診療所
     宇部市大字東岐波字丸尾４３２７常　勤:    1 新規 現存
     番８ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,1461,6 くさの胃腸内科クリニ〒759-0206 0836-45-0333医療法人　くさの胃腸草野　倫好 平26. 5. 1内   他   診療所
     ック 宇部市大字東須恵１９７６番地１常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 胃腸内科、内視現存
     (医       1)長　草野　倫好 平26. 5. 1鏡内科、肝臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38402,1462,4 竹川小児科医院 〒759-0212 0836-41-3100竹川　剛史 竹川　剛史 平26. 9. 1小   アレ 診療所
     宇部市厚南中央二丁目１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38502,1463,2 宇部興産中央病院 〒755-0151 0836-51-9338医療法人社団宇部興産清水　昭彦 平26.10. 1一般 地域支援
     (02,3202,8) 宇部市大字西岐波７５０番地 常　勤:   50中央病院　理事長　清 組織変更     一般   240病院
     (医      49)水　昭彦 平26.10. 1一般 現存
     (歯       1)     一般    19
     非常勤:   34 一般
     (医      34)     一般    34
     一般
         一般    38
     一般
         一般    65
     内   小   神内
     外   整外 脳外
     産婦 眼   耳い
     皮   ひ   放  
     麻   歯   歯外
     リハ 呼内 他  
     他：消内、循内
     、糖尿病・血液
     内科、救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,1464,0 しながわクリニック 〒755-0034 0836-35-3200医療法人しながわクリ品川　秀敬 平27. 1. 1外   内   リハ診療所
     宇部市東琴芝１丁目５－１４ 常　勤:    1ニック　理事長　品川 組織変更 現存
     (医       1)　秀敬 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,1465,7 医療法人よしかわ脳神〒755-0068 0836-38-6010医療法人よしかわ脳神吉川　功一 平27. 2. 1脳外 神内 診療所
     経外科クリニック 宇部市東小串二丁目１番６号 常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　吉川　功一 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38802,1466,5 ひうら整形外科クリニ〒759-0204 0836-43-6611日浦　泰博 日浦　泰博 平27. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 宇部市妻崎開作１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38902,1467,3 かとう整形外科・リハ〒759-0206 0836-43-6900加藤　圭彦 加藤　圭彦 平27.11. 1整外 リハ 診療所
     ビリテーション科 宇部市大字東須恵１９６３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39002,1468,1 鈴木眼科 〒755-0155 0836-51-3181医療法人社団鈴木眼科鈴木　克佳 平27.11. 1眼   診療所
     宇部市今村北四丁目２６番８号 常　勤:    2医院　理事長　鈴木　 移転 現存
     (医       2)紘子 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39102,1469,9 まつなが整形外科クリ〒755-0049 0836-29-0008松永　経光 松永　経光 平28. 9. 1整外 リハ 診療所
     ニック 宇部市西小串二丁目６番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39202,1470,7 北村クリニック 〒755-0026 0836-21-5406北村　陽介 北村　陽介 平28.11. 1内   他   診療所
     宇部市松山町２丁目６－３２ 常　勤:    1 交代 他：胃腸内科、現存
     (医       1) 平28.11. 1内視鏡内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39302,1471,5 きばた小児科 〒755-0241 0836-58-6333木畑　鉄弘 木畑　鉄弘 平29. 1. 1小   診療所
     宇部市東岐波１３０７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39402,1472,3 いけだ整形外科 〒755-0011 0836-35-0555医療法人耀裕会　理事池田　耀裕 平29. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     宇部市昭和町１丁目４番７号 常　勤:    1長　池田　耀裕 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39502,1473,1 いちみや皮ふ科・形成〒755-0064 0836-43-9541一宮　誠 一宮　誠 平29. 6. 1皮   形外 診療所
     外科 宇部市鍋倉町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39602,1474,9 わただ内科 〒755-0032 0836-34-2611綿田　敏孝 綿田　敏孝 平29. 9. 1内   他   リウ診療所
     宇部市寿町２丁目１２番７号 常　勤:    2 組織変更 呼   現存
     (医       2) 平29. 9. 1他：糖尿病内分
     泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39702,1475,6 しま産婦人科 〒755-0047 0836-33-1103医療法人社団しま産婦林　 之介 平29. 9. 1一般 診療所
     宇部市島２丁目１番３号 常　勤:    1人科　理事長　林　 組織変更     一般    13現存
     (医       1)之介 平29. 9. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39802,1476,4 松岡小児科 〒759-0208 0836-41-8005医療法人楽寿堂　理事松岡　尚 平29.10. 1小   アレ 診療所
     宇部市西宇部南４丁目６番７号 常　勤:    1長　松岡　尚 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39902,1477,2 医療法人緒方耳鼻咽喉〒755-0068 0836-21-1369医療法人緒方耳鼻咽喉緒方　道彦 平30. 1. 1耳い 診療所
     科クリニック 宇部市東小串１丁目１番６８号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　緒方　道彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40002,1478,0 永田消化器内科クリニ〒755-0023 0836-21-2311永田　嘉昭 永田　嘉昭 平30. 4. 1他   内   診療所
     ック 宇部市恩田町４丁目２－１７ 常　勤:    1 交代 他：内視鏡内科現存
     (医       1) 平30. 4. 1、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40103,1014,1 済生会山口総合病院 〒753-0078 083-901-6111社会福祉法人恩賜財団城甲　啓治 昭32.10. 4一般       302地域支援
     山口市緑町２番１１号 常　勤:   55済生会支部　山口県済 新規 一般         8病院
     (医      55)生会　支部長　村田　 平29.10. 4内   呼内 神内現存
     非常勤:   35雅弘 外   呼外 心外
     (医      35) 整外 脳外 アレ
     リウ 小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   精   他  
     他：消内、循内
     、糖・血内、腎
     内、消外、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40203,1024,0 久冨眼科 〒753-0088 083-924-0048久冨　玲文 久冨　玲文 昭48. 8. 1眼   診療所
     山口市中河原町４番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40303,1032,3 医療法人清和会　吉南〒747-1221 083-986-2111医療法人清和会　理事大賀　哲夫 昭32.10. 4精神       371病院
     (03,3032,7) 病院 山口市鋳銭司３３８１ 常　勤:    7長　高橋　幹治 新規 精   内   歯  現存
     (医       7) 平29.10. 4
     非常勤:   11
     (医       7)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40403,1035,6 医療法人祐圭会　山口〒753-0816 083-922-2350医療法人祐圭会　理事山本　二郎 昭32.11. 1精神       197病院
     よしき病院 山口市吉敷佐畑４丁目９番１号 常　勤:    3長　山本　二郎 新規 内   精   心内現存
     (医       3) 平29.11. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40503,1039,8 綜合病院　山口赤十字〒753-8519 083-923-0111日本赤十字社　社長　名西　史夫 昭32.10.31一般       400地域支援
     (03,3039,2) 病院 山口市八幡馬場５３番地１ 常　勤:   73近衞　忠輝 新規 一般        25病院
     (医      71) 平29.10.31一般        35現存
     (歯       2) 一般         9
     非常勤:   11 一般         6
     (医      11) 内   精   神内
     消   小   外  
     整外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 気食 放  
     麻   歯外 リハ
     他   
     他：循環器内科
     、乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40603,1061,2 社会福祉法人相清福祉〒747-1221 083-986-2056社会福祉法人相清福祉相川　一郎 昭50. 4. 1胃   外   整外診療所
     会　梅光苑診療所 山口市鋳銭司２３６１の３ 常　勤:    1会　理事長　相川　文 新規 呼   現存
     (医       1)仁 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40703,1096,8 林外科医院 〒753-0047 083-922-0139林　征雄 林　征雄 昭51. 8.20一般 診療所
     山口市道場門前２丁目２番３１号常　勤:    3 新規     一般    19現存
     (医       3) 平24. 8.20外   胃   整外
     皮   ひ   麻  
     放   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40803,1102,4 佐々木外科病院 〒753-0076 083-923-8811医療法人社団曙会　理佐々木　明 昭44.12.11一般 病院
     山口市泉都町９番１３号 常　勤:    7事長　佐々木　明 新規     一般    54現存
     (医       7) 平24. 9. 1内   外   整外
     非常勤:    9 リハ 放   麻  
     (医       9) リウ 他   
     他：消化器内科
     ・消化器外科・
     乳腺外科・こう
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40903,1103,2 山口市休日・夜間急病〒753-0079 083-925-2266山口市長　渡辺　純忠淵上　泰敬 昭55. 2. 1内   外   歯  診療所
     (03,3062,4) 診療所 山口市糸米２丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:  104
     (医      63)
     (歯      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41003,1109,9 日吉台内科医院 〒754-0891 083-973-2030佐藤　芳江 佐藤　千代 昭56. 9. 1内   診療所
     山口市陶９６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41103,1115,6 本永泌尿器科医院 〒753-0824 083-925-8088本永　逸哉 本永　逸哉 昭57.11. 1ひ   診療所
     山口市穂積町２番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41203,1121,4 斉藤外科眼科 〒753-0814 083-924-3550斎藤　永 斎藤　永 昭61. 3. 1外   放   リハ診療所
     山口市吉敷下東１丁目１０番１号常　勤:    2 新規 眼   他   現存
     (医       2) 平28. 3. 1他：肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41303,1123,0 医療法人社団水生会　〒753-0221 083-927-2800医療法人社団水生会　柴田　眼治 昭61. 5. 1一般        60病院
     柴田病院 山口市大内矢田北五丁目１１番２常　勤:    4理事長　柴田　眼治 新規 内   神内 外  現存
     １号 (医       4) 平28. 5. 1整外 眼   リハ
     非常勤:   10 放   麻   呼内
     (医      10) 他   
     内科（消化、循
     環、内分泌）、
     外科（消化、こ
     う門）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41403,1125,5 山口リハビリテーショ〒753-0851 083-921-1616医療法人和同会　理事中安　清 昭62. 4. 1療養 病院
     (03,3066,5) ン病院 山口市黒川３３８０ 常　勤:    7長　髙橋　幹治 新規     療養    86現存
     (医       7) 平29. 4. 1療養
     非常勤:   18     療養    94
     (医      15) 内   神内 胃  
     (歯       3) 小   整外 リハ
     放   歯   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41503,1127,1 相川医院 〒747-1221 083-986-2177医療法人相川医院　理相川　文仁 昭62. 5. 1内   神内 呼  診療所
     山口市鋳銭司５９６４の１ 常　勤:    3事長　相川　文仁 新規 胃   外   整外療養病床
     (医       3) 平29. 5. 1リハ 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41603,1130,5 香川内科 〒753-0814 083-921-1700香川　宗也 香川　宗也 昭63. 5. 1内   呼   胃  診療所
     山口市吉敷下東２丁目１０番２０常　勤:    1 新規 循   現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41703,1135,4 医療法人社団　池畑診〒753-0831 083-925-7766医療法人社団池畑診療池畑　孝次郎 平10. 9.16リハ 麻   診療所
     療所 山口市平井５５６の６ 常　勤:    1所　理事長　池畑　孝 移転 現存
     (医       1)次郎 平28. 9.16
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  41803,1142,0 医療法人　丘病院 〒753-0088 083-925-1100医療法人丘病院　理事丘　茂樹 平 3. 1. 1療養 病院
     山口市中河原町２番１４号 常　勤:    1長　丘　茂樹 新規     療養    29現存
     (医       1) 平30. 1. 1療養
     非常勤:    7     療養     8
     (医       7) 外   整外 リハ
     内   リウ 麻  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41903,1143,8 医療法人一陽会　藤原〒753-0022 083-923-5517医療法人一陽会　理事藤原　淳 平 3. 1. 1内   胃   循  診療所
     内科 山口市折本１丁目９番１２号 常　勤:    2長　藤原　淳 新規 小   リハ 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42003,1144,6 山口若宮病院 〒753-0212 083-927-3661医療法人社団若宮会　岡山　彰 平 3. 4. 1療養 病院
     山口市下小鯖１５２２ 常　勤:    2理事長　岡山　彰 新規     療養   173現存
     (医       2) 平30. 4. 1療養
     非常勤:   21     療養    56
     (医      21) 内   胃   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42103,1150,3 医療法人　青山消化器〒753-0816 083-923-1577医療法人青山消化器内青山　榮 平 4. 9. 1内   リハ 他  診療所
     内科 山口市吉敷佐畑２丁目３番１号 常　勤:    1科　理事長　青山　榮 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42203,1152,9 耳鼻咽喉科ののはなク〒753-0221 083-941-1133兼定　啓子 兼定　啓子 平 5. 1. 1耳い 気食 診療所
     リニック 山口市大内矢田北六丁目１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42303,1153,7 医療法人財団清仁会附〒753-0083 083-922-0166医療法人財団清仁会　渡辺　恵幸 平 5. 2. 1内   胃   循  診療所
     属　鴻城医院 山口市後河原１８１ 常　勤:    1理事長　渡辺　恵幸 新規 放   リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42403,1155,2 医療法人社団医心会　〒753-0076 083-922-3237医療法人社団医心会サ佐々木　映子 平 5. 5. 1皮   診療所
     ササキクリニック 山口市泉都町１番６号 常　勤:    1サキクリニック　理事 新規 現存
     (医       1)長　佐々木　映子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42503,1158,6 医療法人社団青藍会　〒753-0813 083-924-1151医療法人社団青藍会　阿武　義人 平 6. 1. 1一般        19診療所
     あんの循環器内科 山口市吉敷中東１丁目１番１号 常　勤:    2理事長　阿武　義人 新規 内   循   呼  現存
     (医       2) 平30. 1. 1小   リハ 脳外
     非常勤:    8 精   
     (医       8)
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  42603,1160,2 医療法人社団　吉野内〒753-0831 083-932-1222医療法人社団吉野内科吉野　文雄 平 6. 1. 1内   胃   循  診療所
     科循環器科 山口市平井６４１の１ 常　勤:    1　理事長　吉野　文雄 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42703,1161,0 医療法人社団　のむら〒753-0056 083-928-7878医療法人社団のむら内野村　幸治 平 6. 3. 1内   胃   リハ診療所
     内科・胃腸科医院 山口市湯田温泉１丁目８番１０号常　勤:    2科・胃腸科医院　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　野村　幸治 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42803,1164,4 医療法人樹一会　山口〒753-0048 083-922-1191医療法人樹一会　理事山口　一紘 平 6. 9. 1療養 病院
     病院 山口市駅通り２丁目１０番７号 常　勤:    4長　山口　一紘 新規     療養    40現存
     (医       4) 平24. 9. 1療養
     非常勤:   16     療養    11
     (医      16) 療養
         療養    28
     内   呼   胃  
     循   外   整外
     皮ひ こう リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42903,1165,1 みほりクリニック 〒753-0214 083-924-8031高佐原　圭吾 高佐原　圭吾 平 7. 3. 1内   胃   こう診療所
     山口市大内御堀一丁目６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43003,1167,7 医療法人　奥田胃腸科〒753-0047 083-925-2188医療法人奥田胃腸科内奥田　道有 平 7.10. 1内   胃   放  診療所
     内科 山口市道場門前１丁目１番４号 常　勤:    2科　理事長　奥田　道 組織変更 現存
     (医       2)有 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43103,1169,3 伊藤耳鼻咽喉科医院 〒753-0076 083-924-3387伊藤　正博 伊藤　正博 平 8. 4. 1耳い 診療所
     山口市泉都町１０番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43203,1170,1 医療法人坂本整形外科〒753-0036 083-925-5566医療法人坂本整形外科坂本　正 平 8. 4. 1整外 リハ 診療所
     山口市円政寺７７ 常　勤:    1　理事長　坂本　正 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43303,1171,9 安藤消化器内科 〒753-0831 083-933-0500安藤　啓次郎 安藤　啓次郎 平 8. 6. 1内   他   診療所
     山口市平井１４９７の１ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43403,1172,7 安 内科医院 〒753-0302 083-929-0026安 　愼太郎 安 　愼太郎 平 8. 5. 1内   リハ 診療所
     山口市仁保中郷７００ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43503,1175,0 医療法人社団素心会　〒753-0058 083-924-3780医療法人社団素心会神神德　翁甫 平 8. 9. 1内   他   呼内診療所
     神德内科 山口市下市町１１番５号 常　勤:    2德内科　理事長　神德 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       2)　翁甫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43603,1177,6 済生会湯田温泉病院 〒753-0061 083-932-3311社会福祉法人恩賜財団中村　洋 平 9. 7. 1療養       142病院
     山口市朝倉町４番５５号 常　勤:    5済生会支部山口県済生 新規 内   外   整外現存
     (医       5)会　支部長　村田　雅 平30. 7. 1リハ 
     非常勤:   15弘
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43703,1180,0 やの内科 〒753-0063 083-925-1919矢野　秀 矢野　秀 平 9.11. 1内   循   リハ診療所
     山口市元町２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43803,1183,4 医療法人　永田こども〒753-0023 083-924-3330医療法人永田こどもク永田　萬年 平10. 4. 1小   アレ 診療所
     クリニック 山口市三の宮２丁目７番４号 常　勤:    1リニック　理事長　永 組織変更 現存
     (医       1)田　萬年 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43903,1184,2 医療法人　ながた泌尿〒753-0214 083-933-0070医療法人ながた泌尿器永田　一夫 平10. 4. 1ひ   診療所
     器科 山口市大内御堀六丁目２番１号 常　勤:    1科　理事長　永田　一 組織変更 現存
     (医       1)夫 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44003,1186,7 おがたクリニック耳鼻〒753-0066 083-934-3800緒方　正彦 緒方　正彦 平10.11. 1耳い 眼   診療所
     咽喉科・眼科 山口市泉町８番２３号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44103,1187,5 医療法人　メンタルク〒753-0814 083-923-3040医療法人メンタルクリ藤山　紘千 平10.10. 1精   神   診療所
     リニック藤山医院 山口市吉敷下東１丁目７番２０号常　勤:    2ニック藤山医院　理事 組織変更 現存
     竹下ビル２Ｆ (医       2)長　藤山　紘千 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44203,1188,3 太田皮膚科クリニック〒753-0221 083-927-1112医療法人太田皮膚科ク太田　貴久 平10.10. 1形外 皮   診療所
     山口市大内矢田北一丁目１９番１常　勤:    1リニック　理事長　太 組織変更 現存
     ６号 (医       1)田　貴久 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44303,1189,1 まつお小児科医院 〒753-0815 083-924-4970医療法人まつお小児科松尾　清巧 平10.10. 1小   アレ 診療所
     山口市維新公園５丁目４番２８号常　勤:    1医院　理事長　松尾　 組織変更 現存
     (医       1)清巧 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44403,1191,7 まえだ循環器内科 〒753-0078 083-921-7722前田　敏明 前田　敏明 平10.12. 1内   他   呼内診療所
     山口市緑町２番２１号 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28.12. 1
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  44503,1193,3 宮野クリニック 〒753-0001 083-932-3233医療法人宮野クリニッ赤川　晴美 平11. 9. 1内   消   リハ診療所
     山口市宮野上２３９３の７ 常　勤:    2ク　理事長　赤川　治 組織変更 放   循   現存
     (医       2)夫 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44603,1194,1 田村医院 〒753-0821 083-922-7527田村　博子 田村　博子 平11.10.22内   胃   診療所
     山口市葵１丁目４番７３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44703,1195,8 原田内科胃腸科医院 〒753-0021 083-923-2344医療法人英知会　理事原田　元 平12. 1. 1内   胃   循  診療所
     山口市桜畠２丁目６番８号 常　勤:    1長　原田　元 組織変更 小   皮   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1放   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44803,1196,6 川﨑医院 〒753-0074 083-922-0745川﨑　榮明 川﨑　榮明 平12. 3.11内   循   診療所
     山口市中央１丁目６番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44903,1203,0 すずき内科クリニック〒753-0251 083-920-7600医療法人すずき内科ク鈴木　俊 平12.10. 1内   放   アレ診療所
     山口市大内千坊六丁目１０番１号常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 他   現存
     (医       1)木　俊 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45003,1204,8 医療法人社団ながやレ〒753-0851 083-921-7753医療法人社団ながやレ長屋　壽雄 平12.10. 1一般        10診療所
     ディースクリニック 山口市黒川４７５の１ 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)理事長　長屋　壽雄 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45103,1205,5 淵上整形外科 〒753-0214 083-922-6644医療法人桃圭会　理事淵上　泰敬 平13. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     山口市大内御堀五丁目８番１２号常　勤:    1長　淵上　泰敬 組織変更 神内 心内 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45203,1206,3 医療法人社団恭仁会利〒754-0896 083-989-2515医療法人社団恭仁会利利重　恭三 平13. 1. 1胃   内   リハ診療所
     重クリニック 山口市江崎２２２９の１ 常　勤:    1重クリニック　理事長 組織変更 放   現存
     (医       1)　利重　恭三 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45303,1209,7 とみなが皮ふ科 〒753-0067 083-934-3003医療法人　佳和会　理冨永　和行 平13. 9. 1皮   形外 アレ診療所
     山口市赤妻町３番８号 常　勤:    1事長　冨永　和行 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45403,1210,5 中村整形外科 〒753-0815 083-933-6111医療法人社団　中村整中村　克巳 平13.10. 1整外 リウ リハ診療所
     山口市維新公園１丁目２番１号 常　勤:    1形外科　理事長　中村 組織変更 現存
     (医       1)　克巳 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45503,1213,9 あすなろ整形外科 〒753-0215 083-941-0200豊海　隆 豊海　隆 平13.12. 1整外 リハ 診療所
     山口市大内矢田３２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45603,1216,2 小泉小児科 〒753-0033 083-922-0009小泉　明 小泉　明 平14. 4. 1小   アレ 診療所
     山口市大市町３番５１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45703,1220,4 医療法人　小林眼科 〒753-0070 083-932-1236医療法人小林眼科　理小林　元巳 平15. 2. 1一般         3診療所
     山口市白石２丁目６番５２－１号常　勤:    1事長　小林　元巳 移転 眼   現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45803,1225,3 平川眼科クリニック 〒753-0831 083-934-1010武田　知佳 武田　知佳 平15. 5. 1眼   診療所
     山口市平井１４４２の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45903,1226,1 社会福祉法人青藍会　〒754-0895 083-988-3333社会福祉法人　青藍会兼定　博彦 平15. 5. 1一般 診療所
     ハートクリニック南山山口市深溝８０３の１ 常　勤:    1　理事長　阿武　義人 新規     一般    19現存
     口 (医       1) 平27. 5. 1内   リハ 
     非常勤:    5 循環器内科
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46003,1228,7 医療法人たねくぼ整形〒753-0826 083-934-7110医療法人たねくぼ整形種窪　康 平15. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 山口市幸町３番２３号 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 内   現存
     (医       1)長　種窪　康 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46103,1233,7 医療法人実誠会　おお〒753-0038 083-922-0299医療法人実誠会　理事吉兼　 大 平16. 9. 1一般        18診療所
     どの診療所 山口市石観音町４番４号 常　勤:    2長　赤川　悦夫 組織変更 内   消   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46203,1237,8 医療法人社団　たはら〒753-0083 083-923-3415医療法人社団　たはら田原　卓浩 平16.10. 1小   アレ 内  診療所
     クリニック 山口市後河原４７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田原　卓浩 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46303,1238,6 医療法人社団和花輝会〒753-0212 083-941-0389医療法人社団和花輝会重本　和弘 平16.10. 1内   外   循  診療所
     　おさばファミリーク山口市下小鯖１３３１の７ 常　勤:    1　おさばファミリーク 組織変更 現存
     リニック (医       1)リニック　理事長　重 平28.10. 1
     本　和弘
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  46403,1240,2 くらたクリニック 〒753-0851 083-921-6220医療法人尽心会　くら倉田　一夫 平17. 1. 1内   消   循  診療所
     山口市黒川７７１の１１ 常　勤:    1たクリニック　理事長 組織変更 呼   小   リハ現存
     (医       1)　倉田　一夫 平29. 1. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46503,1241,0 多田内科呼吸器科 〒753-0066 083-934-5551医療法人　多田内科呼多田　利彦 平17. 1. 1内   呼内 他  診療所
     山口市泉町８番２１－１号 常　勤:    1吸器科　理事長　多田 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)　利彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46603,1245,1 近藤こどもクリニック〒753-0826 083-922-0510医療法人　近藤こども近藤　修 平17. 9. 1小   他   アレ診療所
     山口市幸町３番４９－２号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 他：小児循環器現存
     (医       1)近藤　修 平29. 9. 1内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46703,1246,9 よろず循環器内科 〒753-0079 083-901-0101医療法人社団　よろず萬　忠雄 平17.12. 1循   内   呼  診療所
     山口市糸米１丁目２番１３号 常　勤:    1循環器内科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)萬　忠雄 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46803,1249,3 野瀬内科小児科 〒753-0211 083-927-2655医療法人社団野瀬内科野瀬　善光 平18. 4. 1内   呼   循  診療所
     山口市大内長野１５６９の１ 常　勤:    3小児科　理事長　野瀬 移転 小   消   現存
     (医       3)　善夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46903,1250,1 山口市串診療所 〒747-0611 0835-54-0312山口市長　渡辺　純忠亀田　美久 平18. 4. 1内   診療所
     山口市徳地鯖河内１６２９の１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47003,1251,9 あゆかわこどもクリニ〒753-0831 083-924-1234鮎川　浩志 鮎川　浩志 平18. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 山口市平井１４３９の１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47103,1252,7 クボクリニック 〒753-0044 083-923-0975医療法人社団太平会　久保　武 平18. 9. 1心内 神内 精  診療所
     山口市鰐石町６番３５号　松田ビ常　勤:    1理事長　久保　武 組織変更 神   現存
     ル２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47203,1254,3 耳鼻咽喉科ニコニコじ〒753-0211 083-941-2525新田　暢圭 新田　暢圭 平18.10. 1耳い 診療所
     びか 山口市大内長野１５６９の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47303,1255,0 医療法人かく脳神経外〒753-0066 083-920-1001医療法人かく脳神経外郭　 植 平18. 9. 1脳外 放   診療所
     科クリニック 山口市泉町８番１７号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　郭　 植 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47403,1256,8 坂本耳鼻咽喉科医院 〒753-0047 083-922-0081竹本　成子 竹本　成子 平18.11. 1耳い 気食 診療所
     山口市道場門前２丁目４番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47503,1258,4 医療法人社団えさき内〒753-0815 083-934-1880医療法人社団えさき内江崎　隆朗 平19. 1. 1内   消   診療所
     科クリニック 山口市維新公園一丁目３番２５号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　江﨑　隆朗 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47603,1259,2 よしまつ医院 〒754-0893 083-987-1777医療法人恵心会　理事吉松　健夫 平19. 3. 1内   小   消  診療所
     山口市秋穂二島５７８９の１ 常　勤:    1長　吉松　健夫 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47703,1260,0 うちクリニック 〒754-0002 083-974-5575医療法人うちクリニッ内　義輝 平19. 4. 1耳い 診療所
     山口市小郡下郷２２７１の５ 常　勤:    1ク　理事長　内　義輝 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47803,1261,8 たむら医院 〒754-0896 083-989-4480医療法人真人会　理事田村　正枝 平19. 4. 1内   麻   リハ診療所
     山口市江崎２４７５の２ 常　勤:    1長　田村　正枝 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47903,1262,6 杉田整形外科 〒753-0074 083-924-8972医療法人社団杉田整形杉田　浩志 平19. 5. 1整外 麻   診療所
     山口市中央４丁目４番４号 常　勤:    1外科　理事長　杉田　 組織変更 現存
     (医       1)浩志 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48003,1263,4 小野医院 〒754-1101 083-984-2353小野　充 小野　充 平19. 6. 1内   診療所
     山口市秋穂東１２５５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48103,1264,2 せぐち皮ふ科クリニッ〒753-0831 083-933-1212瀬口　得二 瀬口　得二 平19. 8. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 山口市平井１４２０の８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48203,1265,9 ますだ内科循環器科 〒754-0893 083-987-2002増田　恭孝 増田　恭孝 平20. 4. 1内   小   循  診療所
     山口市秋穂二島１８８８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48303,1266,7 ひろなか内科循環器科〒754-1277 083-666-1550弘中　克己 弘中　克己 平20. 5. 1内   循   診療所
     山口市阿知須４５１６の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48403,1269,1 みすみクリニック 〒754-0002 083-972-1003医療法人三隅外科・胃三隅　弘三 平20.11. 1外   内   整外診療所
     山口市小郡下郷２２５０の２ 常　勤:    1腸科　理事長　三隅　 移転 リハ 療養病床
     (医       1)弘三 平26.11. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48503,1270,9 かしだ産婦人科クリニ〒753-0043 083-925-7711樫田　史郎 樫田　史郎 平21. 1. 1一般        19診療所
     ック 山口市宮島町１１番２号 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48603,1272,5 医療法人　仁保病院 〒753-0303 083-941-5555医療法人仁保病院　理貞國　太志 平21.12. 1精神 病院
     山口市仁保下郷１９１５の１ 常　勤:    5事長　貞國　燿 移転     精神   103現存
     (医       5) 平27.12. 1精神
     非常勤:   20     精神   120
     (医      20) 精   内   他  
     リハ 
     老年精神科、老
     年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48703,1274,1 ねごろ神経内科クリニ〒754-0002 083-976-5256根来　清 根来　清 平22. 4. 1神内 内   心内診療所
     ック 山口市小郡下郷３２０の１ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48803,1276,6 ざいつ内科クリニック〒754-0002 083-976-8475財津　謙 財津　謙 平22. 5. 1内   リウ 他  診療所
     山口市小郡下郷１２１６の２ 常　勤:    1 新規 他：血液内科・現存
     (医       1) 平28. 5. 1糖尿病内科・ア
     レルギー疾患内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48903,1277,4 野口医院 〒753-0871 083-923-8670野口　哲彦 野口　哲彦 平22. 8. 8内   診療所
     山口市朝田６７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49003,1278,2 三の宮ふくだクリニッ〒753-0023 083-901-2525医療法人三の宮ふくだ福田　重年 平22.10. 1外   内   他  診療所
     ク 山口市三の宮１丁目２番３７号ア常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 麻   現存
     セントⅢ１Ｆ (医       1)福田　重年 平28.10. 1他：乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49103,1279,0 おおうちクリニック 〒753-0251 083-933-1770医療法人健伸会　おお柏田　順一郎 平23. 2. 1内   外   整外診療所
     山口市大内千坊五丁目１番７号 常　勤:    1うちクリニック　理事 組織変更 リハ 他   リウ現存
     (医       1)長　柏田　順一郎 平29. 2. 1アレ 小   
     他：循環器内科
     、消化器内科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49203,1280,8 山口在宅クリニック 〒753-0067 083-928-1161佐野　隆信 佐野　隆信 平23. 6. 1内   診療所
     山口市赤妻町８番２８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49303,1282,4 まるおストレスケアク〒753-0825 083-934-0556医療法人　まるおスト丸尾　禎 平23. 9. 1心内 精   診療所
     リニック 山口市矢原町２番１６号 常　勤:    1レスケアクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　丸尾　禎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49403,1285,7 清水内科医院 〒753-0073 083-925-2288清水　秀樹 清水　秀樹 平24. 6. 1内   診療所
     山口市春日町２番２号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49503,1287,3 いちょうの木クリニッ〒754-0012 083-976-8331医療法人　いちょうの木藤　秀章 平24. 9. 1内   放   他  診療所
     ク 山口市小郡船倉町１－１３ 常　勤:    2木クリニック　理事長 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       2)　木藤　秀章 平24. 9. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49603,1288,1 あだち眼科 〒754-0002 083-976-8367医療法人あだち眼科　足立　格郁 平24. 9. 1眼   診療所
     山口市小郡下郷１２１６－１０ 常　勤:    1理事長　足立　格郁 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49703,1289,9 医療法人社団　野村整〒753-0012 083-933-0011医療法人社団　野村整野村　耕三 平24.12. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 山口市青葉台３番３２号 常　勤:    1形外科　理事長　野村 組織変更 現存
     (医       1)　耕三 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49803,1291,5 なりしげ循環器内科 〒753-0861 083-933-0600医療法人　なりしげ循成重　隆博 平24.12. 1内   他   診療所
     山口市矢原１１８１番地３ 常　勤:    1環器内科　理事長　成 組織変更 現存
     (医       1)重　隆博 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49903,1292,3 おざさ皮ふ科クリニッ〒753-0251 083-932-0800小篠　純一 小篠　純一 平25. 4. 1皮   診療所
     ク 山口市大内千坊四丁目１６番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50003,1293,1 すえなが内科在宅診療〒753-0044 083-902-5300末永　和之 末永　和之 平25. 4. 1内   他   診療所
     所 山口市鰐石町１番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  50103,1294,9 よしき眼科クリニック〒753-0813 083-941-6663髙橋　典久 髙橋　典久 平25. 4. 1眼   診療所
     山口市吉敷中東三丁目１７番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50203,1295,6 とよた整形外科クリニ〒753-0251 083-929-3315医療法人　とよた整形豊田　耕一郎 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 山口市大内千坊四丁目１５番２３常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     号 (医       1)長　豊田　耕一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50303,1296,4 耳鼻咽喉科　かめやま〒753-0089 083-901-5550医療法人　浩然会　理金谷　浩一郎 平25. 5. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 山口市亀山町５番８号 常　勤:    1事長　金谷　浩一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50403,1297,2 山口嘉川クリニック 〒754-0897 083-988-0788医療法人いたる会　理田村　周 平25.10. 1内   リウ アレ診療所
     山口市嘉川１３６０－３ 常　勤:    1事長　田村　周 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50503,1298,0 原医院 〒759-1421 083-952-0308原　昭彦 原　昭彦 平26. 1. 1内   皮   診療所
     山口市阿東地福上１８５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50603,1299,8 レディースクリニック〒753-0083 083-922-0238大谷　典子 大谷　典子 平26. 4. 1産婦 診療所
     くまがい 山口市後河原８３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50703,1301,2 若草クリニック 〒754-0021 083-974-5070医療法人若草会　理事牧原　総子 平26. 7. 1心内 精   診療所
     山口市小郡黄金町１５番１１号 常　勤:    1長　牧原　紀彦 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50803,1302,0 光山医院山口 〒753-0825 083-933-1200医療法人光恵会　理事北嶋　繁孝 平26. 8. 1一般 診療所
     山口市矢原町７番１８号 常　勤:    1長　光山　哲生 新規     一般     3現存
     (医       1) 平26. 8. 1内   他   
     非常勤:    4 他：内科（人工
     (医       4) 透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50903,1303,8 三の宮の耳鼻咽喉科 〒753-0023 083-924-1287菅田　裕士 菅田　裕士 平26.11. 1耳い アレ 診療所
     山口市三の宮二丁目３－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51003,1304,6 やまがた循環器内科ク〒753-0214 083-941-2600医療法人社団やまがた山縣　俊彦 平27. 1. 1内   他   診療所
     リニック 山口市大内御堀１７３３－１ 常　勤:    1循環器内科クリニック 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)　理事長　山縣　俊彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51103,1305,3 阿知須共立病院 〒754-1277 0836-65-2200医療法人協愛会　理事三好　正規 平27. 2. 1一般 病院
     山口市阿知須４８４１番地１ 常　勤:    9長　三好　正規 移転     一般    45現存
     (医       9) 平27. 2. 1療養
     非常勤:   19     療養    90
     (医      19) 内   呼内 外  
     呼外 整外 脳外
     放   リハ 他  
     他：（消循鏡腎
     糖内分泌肝）内
     、（消乳血管）
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51203,1306,1 医療法人　小川整形外〒754-0897 083-988-1010医療法人　小川整形外小川　清吾 平27. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科 山口市嘉川５０３３番地１ 常　勤:    2科　理事長　小川　清 新規 現存
     (医       2)吾 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51303,1307,9 とりい脳と女性のクリ〒753-0221 083-902-5580鳥居　廣明 鳥居　廣明 平27. 4. 1脳外 産婦 診療所
     ニック 山口市大内矢田北６丁目３番２５常　勤:    2 新規 現存
     号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51403,1308,7 いがた眼科 〒753-0214 083-920-8000井形　岳郎 井形　岳郎 平27. 4. 1眼   診療所
     山口市大内御堀一丁目６番１号　常　勤:    1 交代 現存
     大内ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51503,1310,3 メンタルクリニックＭ〒753-0074 083-920-0235的場　文子 的場　文子 平27. 5. 1精   心内 診療所
     ａｔｏｂａ 山口市中央２－６－１８前田ビル常　勤:    1 移転 現存
     １Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51603,1311,1 ひまわり耳鼻咽喉科ク〒753-0826 083-932-8733医療法人ひまわり耳鼻豊田　英樹 平27.12. 1耳い アレ 診療所
     リニック 山口市幸町３番４９－１号 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　豊田　英樹 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51703,1312,9 村本医院 〒753-0074 083-924-4518村本　剛三 村本　剛三 平28. 1. 1皮   診療所
     山口市中央２丁目６番１１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51803,1313,7 医療法人たむら内科医〒753-0211 083-941-0167医療法人たむら内科医田村　朗 平28. 3. 1内   他   呼内診療所
     院 山口市大内長野８０５－５ 常　勤:    1院　理事長　田村　朗 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51903,1314,5 さっか整形外科クリニ〒754-0002 083-976-8888目　昭仁 目　昭仁 平28. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 山口市小郡下郷２２２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52003,1316,0 新山口こうのとりクリ〒754-0022 083-902-8585医療法人社団浩仁会　谷川　正浩 平28. 5. 1他   婦   診療所
     ニック 山口市小郡花園町１番９号 常　勤:    1理事長　谷川　正浩 新規 他：不妊科、（現存
     (医       1) 平28. 5. 1保険給付外）高
     度生殖医療
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52103,1317,8 大草医院 〒759-1512 083-956-0005大草　昭彦 大草　昭彦 平28. 9. 1内   診療所
     山口市阿東徳佐中３４１６番地５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52203,1318,6 まえば小児科クリニッ〒754-0002 083-974-0501医療法人まえば小児科前場　進治 平28. 9. 1小   アレ 診療所
     ク 山口市小郡下郷７９７番地８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)前場　進治 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52303,1319,4 中央クリニック 〒753-0074 083-922-1771医療法人中央クリニッ尼崎　辰彦 平29. 5. 1内   放   診療所
     山口市中央三丁目２番４３号 常　勤:    2ク　理事長　尼崎　辰 組織変更 現存
     (医       2)彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52403,1320,2 あじすこどもクリニッ〒754-1277 0836-38-8341元山　将 元山　将 平29. 6. 1小   診療所
     ク 山口市阿知須４５１５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52503,1321,0 大野整形外科リウマチ〒753-0831 083-902-8411医療法人飛孝会　理事大野　雅則 平29. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     科 山口市平井２９８番地６ 常　勤:    1長　大野　雅則 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52603,1322,8 ましもと内科呼吸器科〒753-0056 083-934-0077医療法人ましもと内科増本　英男 平29.12. 1内   呼内 アレ診療所
     山口市湯田温泉三丁目１番２４号常　勤:    1呼吸器科　理事長　増 組織変更 現存
     (医       1)本　英男 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52703,1323,6 小田皮膚科医院 〒754-0021 083-972-1716医療法人小田皮膚科医小田　嘉彦 平30. 1.15皮   他   診療所
     山口市小郡黄金町１１番９号 常　勤:    1院　理事長　小田　嘉 移転 他：糖尿病・内現存
     (医       1)彦 平30. 1.15分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52803,1324,4 しおみ循環器内科 〒753-0034 083-922-4031塩見　浩太郎 塩見　浩太郎 平30. 4. 1内   他   呼内診療所
     山口市下竪小路６５番地１ 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52903,1325,1 まかたこどもアレルギ〒753-0067 083-902-2226真方　浩行 真方　浩行 平30. 6. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 山口市赤妻町３番３３－１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53004,1006,5 全眞会病院 〒758-0063 0838-22-4106医療法人全眞会　理事中村　勝昭 平13. 3. 1療養        54病院
     萩市大字山田４８０７の３ 常　勤:    2長　中村　勝昭 移転 療養        54療養病床
     (医       2) 平25. 3. 1内   呼   消  現存
     非常勤:    8 循   リハ 放  
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53104,1023,0 萩市国民健康保険大島〒758-0003 0838-28-0780萩市長　藤道　健二 大石　一輔 昭47. 1. 1内   小   診療所
     診療所 萩市大島２９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53204,1055,2 萩市民病院 〒758-0061 0838-25-1200萩市長　藤道　健二 米澤　文雄 平12. 4. 1一般 病院
     萩市大字椿３４６０番地３ 常　勤:   15 移転     一般   100現存
     (医      15) 平30. 4. 1内   神内 呼  
     非常勤:   21 消   循   小  
     (医      21) 外   整外 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53304,1074,3 中坪医院 〒758-0052 0838-22-5430中坪　保 中坪　保 昭55. 8. 1内   放   診療所
     萩市大字今魚店町３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53404,1088,3 医療法人社団慈生会　〒758-0063 0838-25-6622医療法人社団慈生会　八木田　 光 平元. 3. 1療養 病院
     萩慈生病院 萩市大字山田４１４７の１ 常　勤:    2理事長　八木田　 光 新規     療養   144現存
     (医       2) 平28. 3. 1療養
     非常勤:   18     療養    40
     (医      18) 内   神内 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53504,1092,5 医療法人社団　田中耳〒758-0047 08382-2-0931医療法人社団田中耳鼻田中　宗昭 平元. 8. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 萩市大字東田町４２ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)田中　宗昭 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53604,1093,3 医療法人社団裕嵩会　〒758-0057 08382-5-2788医療法人社団裕嵩会波波多野　裕 平元. 8. 1内   皮   診療所
     波多野医院 萩市大字堀内２４７の５ 常　勤:    1多野医院　理事長　波 新規 現存
     (医       1)多野　裕 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53704,1096,6 医療法人　藤原医院 〒758-0025 0838-22-0781医療法人藤原医院　理藤原　真一 平元.11. 1内   小   診療所
     萩市大字土原５６１の４ 常　勤:    1事長　藤原　真一 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53804,1098,2 医療法人社団　永見眼〒758-0025 0838-22-0720医療法人社団永見眼科永見　耕一 平 3. 5. 1一般         3診療所
     科 萩市大字土原３５１ 常　勤:    1　理事長　永見　耕一 新規 眼   現存
     (医       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53904,1102,2 医療法人社団　めづき〒758-0025 0838-22-2248医療法人社団めづき医賣豆紀　雅昭 平 5. 5. 1一般 診療所
     医院 萩市大字土原３７０の１ 常　勤:    1院　理事長　賣豆紀　 新規     一般     8療養病床
     (医       1)雅昭 平29. 5. 1胃   外   整外現存
     皮   ひ   こう
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54004,1104,8 兼田医院 〒758-0027 0838-22-1113医療法人健幸会　理事兼田　健一郎 平 5. 8. 2一般 診療所
     萩市大字吉田町１ 常　勤:    1長　兼田　健一郎 新規     一般    13療養病床
     (医       1) 平29. 8. 2療養 現存
         療養     2
     外   胃   こう
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54104,1105,5 医療法人社団　中嶋ク〒758-0021 0838-22-2206医療法人社団中嶋クリ中嶋　薫 平 5. 9. 1内   呼   消  診療所
     リニック 萩市大字今古萩町１５の５ 常　勤:    1ニック　理事長　中嶋 新規 循   小   リハ現存
     (医       1)　薫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54204,1106,3 花宮医院 〒758-0074 0838-25-8738医療法人花宮医院　理花宮　秀明 平 5.11. 1一般 診療所
     萩市大字平安古町３０５の３ 常　勤:    2事長　花宮　秀明 新規     一般    16療養病床
     (医       2) 平29.11. 1外   他   皮  現存
     小   アレ 
     他：消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54304,1107,1 医療法人社団　山本内〒758-0011 0838-26-0077医療法人社団山本内科山本　貞壽 平 6. 1. 1内   胃   診療所
     科胃腸科 萩市大字椿東４１６２ 常　勤:    1胃腸科　理事長　山本 新規 現存
     (医       1)　貞壽 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54404,1109,7 鈴木外科医院 〒758-0011 0838-25-4510医療法人鈴木外科医院鈴木　惟正 平 6. 4. 1外   胃   整外診療所
     萩市大字椿東２６３７の１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　惟正 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54504,1111,3 萩市国民健康保険見島〒758-0701 0838-23-2023萩市長　藤道　健二 亀井　亮平 平 7. 7. 1内   小   診療所
     診療所宇津分室 萩市見島１８１９の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54604,1115,4 医療法人社団成和会堀〒758-0041 0838-22-4133医療法人社団成和会　堀　哲二 平 9. 3. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科医院 萩市大字江向４１７の５ 常　勤:    1理事長　堀　哲二 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54704,1117,0 都志見病院 〒758-0041 0838-22-2811医療法人医誠会　理事亀田　秀樹 平 9. 1. 1一般 病院
     萩市大字江向４１３番地１ 常　勤:   18長　都志見　睦生 組織変更     一般   175現存
     (医      18) 平30. 1. 1療養
     非常勤:   18     療養    59
     (医      18) 外   内   循  
     心外 呼   整外
     脳外 産婦 ひ  
     放   リハ リウ
     皮   神内 麻  
     耳い 眼   形外
     他   
     他：消化器内科
     、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54804,1119,6 市原内科皮膚科 〒758-0036 0838-22-0184医療法人市原内科皮膚市原　巌 平 9. 4. 1内   皮   診療所
     萩市大字塩屋町２１ 常　勤:    2科　理事長　市原　巌 組織変更 療養病床
     (医       2) 平30. 4. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54904,1120,4 いわたにこどもクリニ〒758-0011 0838-24-2100医療法人いわたにこど岩谷　一 平10.10. 1小   アレ 診療所
     ック 萩市大字椿東２９７２の１ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　岩谷　一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55004,1121,2 医療法人社団　田町診〒758-0047 0838-24-1234医療法人社団田町診療篠田　陽健 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     療所 萩市大字東田町２２の８ 常　勤:    1所　理事長　篠田　陽 組織変更 現存
     (医       1)健 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55104,1122,0 柳井医院 〒758-0062 0838-22-0748柳井　章孝 柳井　章孝 平10.11. 7内   胃   診療所
     萩市大字橋本町６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55204,1123,8 森眼科 〒758-0025 0838-26-8880医療法人森眼科　理事森　繁広 平11. 4. 1眼   診療所
     萩市大字土原２７１の５ 常　勤:    1長　森　繁広 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55304,1126,1 玉木病院 〒758-0071 0838-22-0030玉木　英樹 玉木　英樹 平13. 7. 1一般        40病院
     萩市大字瓦町１ 常　勤:    2 交代 療養 療養病床
     (医       2) 平25. 7. 1    療養   111現存
     非常勤:   18 内   外   脳外
     (医      18) ひ   整外 皮  
     放   心内 リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55404,1129,5 医療法人水の木会　萩〒758-0057 0838-25-1498医療法人水の木会　理小野　信周 平15.11. 1精神       197病院
     病院 萩市大字堀内２７８ 常　勤:    3事長　水木　寛 交代 内   精   神内現存
     (医       3) 平27.11. 1心内 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55504,1130,3 なかむらレディースク〒758-0034 0838-22-1557医療法人　なかむらレ中村　正也 平16. 1. 1一般 診療所
     リニック 萩市大字熊谷町１０８ 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般    10現存
     (医       1)理事長　中村　正也 平28. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55604,1134,5 わたぬきクリニック 〒758-0024 0838-25-2020医療法人わたぬきクリ綿貫　篤志 平20. 4. 1内   小   診療所
     萩市大字東浜崎町５３ 常　勤:    1ニック　理事長　綿貫 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　篤志 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55704,1135,2 萩むらた病院 〒758-0021 0838-25-9170村田　洋一郎 村田　洋一郎 平20. 7.24一般 病院
     萩市今古萩町３０番地の１ 常　勤:    3 新規     一般    16現存
     (医       3) 平26. 7.24療養
     非常勤:   10     療養    60
     (医      10) 内   外   整外
     リハ 他   
     循環器内科、肛
     門外科、泌尿器
     科（人工透析）
     胃腸外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55804,1136,0 すさクリニック 〒759-3411 08387-6-3376斎木　正秀 斎木　正秀 平21. 4.29内   外   脳外診療所
     萩市大字須佐１３８４の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55904,1138,6 萩市国民健康保険見島〒758-0701 0838-23-3324萩市長　藤道　健二 亀井　亮平 平22. 6. 1一般 診療所
     (04,3058,0) 診療所 萩市見島３５の２ 常　勤:    2 移転     一般     2現存
     (医       1) 平28. 6. 1内   小   歯  
     (歯       1)
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  56004,1141,0 さがら眼科クリニック〒758-0021 0838-21-7333医療法人　さがら眼科相良　健 平24.12. 1眼   診療所
     萩市今古萩町４３番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)相良　健 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56104,1143,6 みやうち内科消化器科〒758-0061 0838-25-2500宮内　嘉明 宮内　嘉明 平25.10. 1内   消   診療所
     クリニック 萩市大字椿　２７８８－１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56204,1144,4 医療法人河野医院 〒759-3611 0838-28-0321医療法人河野医院　理河野　通裕 平25. 9.17内   呼内 放  診療所
     萩市大井１７２３番地１ 常　勤:    1事長　河野　通裕 移転 整外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 9.17循環器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56304,1145,1 萩市国民健康保険須佐〒759-3411 08387-6-2540萩市長　藤道　健二 片山　寛之 平25.10. 1内   小   診療所
     診療センター 萩市須佐４５７０番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56404,1146,9 萩市休日急患診療セン〒758-0061 0838-26-1397萩市長　藤道　健二 佐久間　暢夫 平25.10. 1内   歯   診療所
     (04,3061,4) ター 萩市椿３４６０番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   83
     (医      74)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56504,1147,7 萩市国民健康保険佐々〒753-0101 08387-6-2540萩市長　藤道　健二 桂　春作 平25.10. 1内   整外 リハ診療所
     並診療所 萩市佐々並２４９３番地４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56604,1148,5 かわかみ整形リハビリ〒758-0011 0838-21-7538医療法人萩一歩会　理川上　俊文 平26. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     テーションクリニック萩市椿東２８６３番地７ 常　勤:    1事長　川上　俊文 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56704,1149,3 大藤医院 〒758-0061 0838-21-0002大藤　晃 大藤　晃 平26.10. 1整外 リウ リハ診療所
     萩市大字椿３５３７番地６ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平26.10. 1ペインクリニッ
     ク整形外科
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  56804,1150,1 わかまつ皮ふ科クリニ〒758-0025 0838-21-7798若松　研弥 若松　研弥 平28. 5. 1皮   診療所
     ック 萩市大字土原５４５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56904,1151,9 河井クリニック 〒758-0025 0838-24-3113河井　裕幸 河井　裕幸 平28. 8. 1心内 内   精  診療所
     萩市大字土原４４５番地 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57004,1152,7 萩市国民健康保険田万〒759-3112 08387-3-2255萩市長　藤道　健二 河井　裕幸 平28.10. 1内   外   診療所
     川診療所 萩市大字下田万１０３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57105,1015,3 桜田内科医院 〒745-0065 0834-21-5861桜田　顕栄 桜田　顕栄 昭44.11. 1一般 診療所
     周南市原宿町４番２６号 常　勤:    1 新規     一般    19現存
     (医       1) 平29.11. 1内   神   小  
     非常勤:    1 放   循   他  
     (医       1) 他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57205,1018,7 独立行政法人地域医療〒745-8522 0834-28-4411独立行政法人地域医療那須　誉人 昭32. 7. 1一般 地域支援
     (05,3022,3) 機能推進機構　徳山中周南市孝田町１番１号 常　勤:  100機能推進機構　理事長 新規     一般   428病院
     央病院 (医      97)　尾身　茂 平30. 5.23一般 現存
     (歯       3)     一般    25
     非常勤:  110 一般
     (医     110)     一般    10
     一般
         一般    12
     一般
         一般    25
     一般
         一般    19
     内   他   神内
     小   外   脳外
     整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   麻   歯  
     歯外 リウ 精  
     小外 リハ 形外
     病理 臨床 
     他：消内循内血
     内糖分泌内心血
     外緩ケア内救急
     ペイン
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57305,1058,3 鼓ヶ浦こども医療福祉〒745-0801 0834-29-1430社会福祉法人鼓ヶ浦整杉尾　嘉嗣 昭34. 3.16一般        55病院
     (15,3014,9) センター 周南市大字久米７５２番地４ 常　勤:    9肢学園　理事長　杉尾 新規 療養        45現存
     (医       8)　嘉嗣 平30. 4. 1小   整外 耳い
     (歯       1) 神内 リハ 歯  
     非常勤:   18 他   
     (医      14) 他：小児神経科
     (歯       4) 　小児脳神経外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57405,1061,7 泉原病院 〒745-0833 0834-21-4511医療法人愛命会　理事大樂　良和 昭34.10.30精神       177病院
     (05,3088,4) 周南市泉原町１０番１号 常　勤:   10長　吉田　延 新規 精神 現存
     (医      10) 平28.10.20    精神    88
     非常勤:    5 精   神   歯  
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57505,1091,4 医療法人イオキ会　徳〒745-0802 0834-25-1136医療法人イオキ会　理石川　佳世子 昭48.11.22内   小   他  診療所
     山クリニック 周南市大字栗屋８３９の１ 常　勤:    3事長　石川　佳世子 新規 眼   療養病床
     (医       3) 平27.11.22他：循環器内科現存
     非常勤:    2 、呼吸器内科、
     (医       2) 腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57605,1093,0 地域医療支援病院オー〒745-8510 0834-31-2350一般社団法人　徳山医森松　光紀 昭41. 4. 1一般       168地域支援
     プンシステム徳山医師周南市東山町６番２８号 常　勤:   10師会　会長　津田　廣 新規 一般        12病院
     会病院 (医      10)文 平29. 4. 1一般        50現存
     非常勤:  114 療養        50
     (医     114) 療養
         療養    50
     内   神内 小  
     外   整外 脳外
     産婦 眼   耳い
     麻   皮   ひ  
     リハ 放   呼内
     病理 他   
     他：消内、消外
     、循内、形外リ
     ウ、肛外、臨床
     検査
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57705,1100,3 山下内科小児科医院 〒745-0012 0834-31-7333山下　武右 山下　武右 昭42. 6. 1内   胃   循  診療所
     周南市川端町２丁目７ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27.12.20
     非常勤:    2
     (医       2)
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  57805,1103,7 医療法人仁徳会　周南〒745-0034 0834-21-0357医療法人仁徳会　理事大庭　幸生 昭42. 8. 1療養 病院
     病院 周南市御幸通り２丁目８ 常　勤:    1長　沼田　光生 新規     療養    56療養病床
     (医       1) 平24. 8. 1内   神内 アレ現存
     非常勤:   13 リウ 外   脳外
     (医      13) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57905,1145,8 周南高原病院 〒745-0122 0834-88-0391医療法人緑山会　理事松森　幸夫 平10.10. 1療養 病院
     周南市大字須々万本郷２９の１ 常　勤:    5長　齋藤　淳 移転     療養   115療養病床
     (医       5) 平28.10. 1療養 現存
     非常勤:    7     療養    57
     (医       7) 内   循   胃  
     小   リハ 整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58005,1150,8 医療法人治徳会　湯野〒745-1132 0834-83-2083医療法人治徳会　理事都野　治男 昭58. 5. 1療養       161病院
     温泉病院 周南市大字湯野４２１７の２ 常　勤:    6長　都野　治男 新規 内   リハ 現存
     (医       6) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58105,1157,3 野村眼科 〒745-0016 0834-31-9131野村　恒民 野村　恒民 昭59. 5. 1眼   診療所
     周南市若宮町２丁目４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58205,1172,2 医療法人社団　高橋内〒745-0075 0834-31-6188医療法人社団高橋内科髙橋　達雄 昭62. 4. 1内   診療所
     科 周南市緑町１丁目６６ 常　勤:    1　理事長　髙橋　達雄 新規 療養病床
     (医       1) 平29. 4. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58305,1176,3 明石整形外科医院 〒745-0836 0834-22-2525明石　英夫 明石　英夫 昭63. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     周南市慶万町１番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58405,1177,1 医療法人社団生和会　〒745-1132 0834-83-3300医療法人社団生和会　 田　晴郎 昭63.10. 1一般 病院
     周南リハビリテーショ周南市大字湯野４２７８の１ 常　勤:    5理事長　福澤　正洋 新規     一般    82療養病床
     ン病院 (医       5) 平24.10. 1療養 現存
     非常勤:   26     療養    84
     (医      26) 療養
         療養    44
     内   神内 整外
     呼   皮   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58505,1181,3 周南市休日夜間急病診〒745-0836 0834-22-8550周南市長　木村　健一津田　廣文 平 2. 4. 1内   外   診療所
     療所 周南市慶万町１０番９号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   63
     (医      63)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58605,1184,7 大津島診療所 〒745-0057 0834-85-2200大津島保健組合　組合齋藤　満 平 3. 4. 1内   外   診療所
     周南市大字大津島１３６１の４ 常　勤:    1長　安達　寿富 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58705,1192,0 医療法人　かわむら小〒745-0006 0834-32-0535医療法人かわむら小児河村　一郎 平 3. 8. 1小   診療所
     児科 周南市花畠町４番３号 常　勤:    1科　理事長　河村　一 新規 現存
     (医       1)郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58805,1195,3 橋本医院 〒745-0801 0834-25-0018板垣　明味 板垣　明味 平 3.11. 1内   小   診療所
     周南市大字久米３９５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58905,1196,1 賀屋小児科・循環器科〒745-0806 0834-29-0077医療法人社団賀屋医院賀屋　茂 平 3.12. 1小   循   診療所
     周南市桜木３丁目９番３号 常　勤:    1　理事長　賀屋　茂 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59005,1198,7 香田整形外科医院 〒745-0073 0834-21-8188医療法人こうえい会　香田　和宏 平 4. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     周南市代々木通２丁目２７ 常　勤:    2理事長　香田　和宏 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59105,1201,9 医療法人社団　年光整〒745-0801 0834-26-1432医療法人社団年光整形年光　隆幸 平 4. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 周南市大字久米２８０１の５ 常　勤:    1外科医院　理事長　年 新規 現存
     (医       1)光　隆幸 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59205,1204,3 宇野医院本院 〒745-0805 0834-25-0075医療法人宇野医院本院宇野　愼一 平 5. 1. 1一般        19診療所
     周南市大字櫛ヶ浜５０１ 常　勤:    1　理事長　宇野　愼一 新規 内   小   リハ現存
     (医       1) 平29. 1. 1呼内 他   
     他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59305,1207,6 宇都宮クリニック 〒745-0054 0834-31-7187医療法人宇都宮クリニ宇都宮　高賢 平 9. 1. 1一般         4診療所
     周南市西松原３丁目６番４３号 常　勤:    1ック　理事長　宇都宮 移転 こう 消   麻  現存
     (医       1)　高賢 平30. 1. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59405,1211,8 兼重皮ふ科 〒745-0801 0834-25-0077兼重　純明 兼重　純明 平 6. 5. 1形外 皮   診療所
     周南市大字久米３２０１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59505,1213,4 千治松呼吸器循環器内〒745-0836 0834-21-0714医療法人社団千治松呼千治松　洋一 平 6. 7. 1内   呼   循  診療所
     科 周南市慶万町１番１９号 常　勤:    1吸器循環器内科　理事 新規 現存
     (医       1)長　千治松　洋一 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59605,1214,2 医療法人社団　中村整〒745-0806 0834-28-3011医療法人社団中村整形中村　修二 平 7. 2. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 周南市桜木２丁目２番６号 常　勤:    1外科クリニック　理事 新規 現存
     (医       1)長　中村　修二 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59705,1216,7 香津医院 〒745-0122 0834-88-3388香津　美知子 香津　美知子 平 7. 6. 1内   消   小  診療所
     周南市大字須々万本郷３２８の６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59805,1217,5 宇野内科クリニック 〒745-0825 0834-28-1222宇野　道彦 宇野　道彦 平 7.10. 1内   呼   消  診療所
     周南市秋月２丁目９番１２号 常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59905,1219,1 おおしろ小児科 〒745-0851 0834-22-3121医療法人おおしろ小児大城　研二 平 8. 4. 1小   診療所
     周南市大字徳山４１８６の１ 常　勤:    2科　理事長　大城　研 組織変更 現存
     (医       2)二 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60005,1221,7 浅見内科クリニック 〒745-0851 0834-21-0598医療法人浅見内科クリ淺見　恭士 平 8. 4. 1内   循   消  診療所
     周南市大字徳山４１３３ 常　勤:    1ニック　理事長　淺見 組織変更 現存
     (医       1)　恭士 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60105,1225,8 医療法人社団津田胃腸〒745-0807 0834-28-3763医療法人社団津田胃腸津田　廣文 平 8.10. 1内   胃   小  診療所
     科内科医院 周南市城ケ丘４丁目１番１号 常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)津田　廣文 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60205,1227,4 村田医院 〒745-0823 0834-29-2000医療法人村田医院　理村田　文一郎 平 9. 1. 1内   胃   診療所
     周南市周陽１丁目３番３９号 常　勤:    2事長　村田　文一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60305,1228,2 竹内医院 〒745-1131 0834-83-2600医療法人竹内医院　理竹内　憲 平 9. 1. 1一般 診療所
     周南市大字戸田２７８３ 常　勤:    1事長　竹内　清海 組織変更     一般    15現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60405,1233,2 周南市大道理診療所 〒745-0242 0834-88-1951香津　美知子 香津　美知子 平 9.10. 1内   診療所
     周南市大字大道理１１８５の３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60505,1234,0 周南市大向診療所 〒745-0241 0834-88-1509香津　美知子 香津　美知子 平 9.10. 1内   診療所
     周南市大字大向１６５３の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60605,1235,7 おかもと内科 〒745-0036 0834-32-3322医療法人おかもと内科岡本　冨士昭 平 9.10. 1内   循   診療所
     周南市本町２丁目６ 常　勤:    1　理事長　岡本　冨士 組織変更 現存
     (医       1)昭 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60705,1236,5 医療法人　梅原耳鼻咽〒745-0073 0834-21-0563医療法人梅原耳鼻咽喉梅原　豊治 平 9.10. 1耳い 気食 診療所
     喉科 周南市代々木通１丁目１４ 常　勤:    3科　理事長　梅原　豊 組織変更 現存
     (医       3)治 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60805,1237,3 佐藤医院 〒745-0072 0834-21-3153佐藤　信一 佐藤　信一 平10. 1.17内   呼内 他  診療所
     周南市弥生町２丁目３ 常　勤:    1 交代 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60905,1238,1 医療法人　田中医院 〒746-0082 0834-62-4285医療法人田中医院　理田中　琢磨 平10. 4. 1内   消   外  診療所
     周南市大字下上２０９５の３ 常　勤:    2事長　田中　琢磨 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61005,1241,5 いとう内科呼吸器科 〒745-0822 0834-39-0110伊藤　直美 伊藤　直美 平12. 1. 1内   呼   アレ診療所
     周南市孝田町３番４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61105,1244,9 医療法人広田眼科 〒745-0017 0834-33-1313医療法人広田眼科　理 田　篤 平12. 4. 1一般 診療所
     周南市新町１丁目２５の１ 常　勤:    2事長　 田　篤 組織変更     一般    18現存
     (医       2) 平30. 4. 1眼   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61205,1246,4 岸本医院 〒745-0801 0834-26-2191医療法人岸本会　理事岸本　修 平12. 7. 1精   心内 診療所
     周南市大字久米３２０１の１ 常　勤:    1長　岸本　修 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61305,1247,2 清水クリニック 〒745-0037 0834-21-1123清水　活宏 清水　活宏 平13. 1. 1内   ひ   皮  診療所
     周南市栄町１丁目１２ 常　勤:    1 交代 消   循   リハ現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61405,1248,0 おかたに医院 〒745-0075 0834-21-6065医療法人おかたに医院岡谷　照太 平13. 1. 1内   外   皮  診療所
     周南市緑町３丁目３７ 常　勤:    3　理事長　岡谷　照太 組織変更 他   現存
     (医       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61505,1252,2 医療法人　藤嶋内科医〒745-0007 0834-21-3588医療法人　藤嶋内科医藤嶋　吉郎 平14. 1. 1内   消   診療所
     院 周南市岐南町１０番１０号 常　勤:    2院　理事長　藤嶋　吉 組織変更 現存
     (医       2)郎 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61605,1253,0 医療法人まえだ循環器〒745-0844 0834-22-3131医療法人まえだ循環器前田　準也 平14. 4. 1他   診療所
     内科 周南市速玉町６番１２号 常　勤:    1内科　理事長　前田　 移転 循環器内科 現存
     (医       1)準也 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61705,1256,3 長田眼科医院 〒745-0037 0834-21-4463長田　正夫 長田　正夫 平14.10. 1眼   診療所
     周南市栄町１丁目３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61805,1257,1 森岡医院 〒745-0056 0834-22-0853森岡　孝之 森岡　孝之 平14.10.30外   内   整外診療所
     周南市新宿通５丁目１番３７号 常　勤:    1 交代 皮   リハ 現存
     (医       1) 平26.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61906,1015,1 防府市休日診療所 〒747-0805 0835-24-4172防府市長　松浦　正人神徳　眞也 昭61. 4. 1内   小   歯  診療所
     (06,3071,8) 防府市鞠生町１２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:  102
     (医      65)
     (歯      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62006,1034,2 医療法人博愛会　山口〒747-0819 0835-22-2310医療法人博愛会　理事苅田　幹夫 平 5. 3. 1一般 病院
     博愛病院 防府市お茶屋町２番１２号 常　勤:    4長　苅田　幹夫 新規     一般    53現存
     (医       4) 平29. 3. 1療養
     非常勤:   14     療養    45
     (医      14) 内   外   神内
     皮   アレ 整外
     放   呼内 他  
     他：消内、糖尿
     病・代謝内科、
     血液内科、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62106,1035,9 医療法人神徳会　三田〒747-0819 0835-22-1110医療法人神徳会　理事豊田　秀二 昭32.10. 4一般       144病院
     (06,3064,3) 尻病院 防府市お茶屋町３番２７号 常　勤:   13長　神徳　眞也 新規 内   神内 小  現存
     (医      12) 平29.10. 4外   整外 脳外
     (歯       1) 皮   ひ   眼  
     非常勤:   70 放   アレ 歯  
     (医      68) 歯外 呼内 他  
     (歯       2) 他循内、消内、
     血内、血外、糖
     内、腎内、人透
     内、乳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62206,1043,3 協和発酵バイオ株式会〒747-0815 0835-22-2511協和発酵バイオ株式会杉山　知行 昭32.10. 4内   診療所
     社　山口事業所防府診防府市協和町１番１号 常　勤:    1社山口事業所　防府　 新規 現存
     療所 (医       1)執行役員事業所長　小 平29.10. 4
     川　達也
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62306,1072,2 医療法人貴和会　防府〒747-0064 0835-22-0759医療法人貴和会　理事水津　信之 平13.10.28精神 病院
     (06,3045,2) 病院 防府市大字高井９６１ 常　勤:    4長　水津　信之 移転     精神    46現存
     (医       4) 平25.10.28精神
     非常勤:    6     精神    60
     (医       5) 精神
     (歯       1)     精神    54
     精   神   麻  
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62406,1108,4 医療法人惠愛会　防府〒747-0001 0835-38-0535医療法人惠愛会　理事國本　泰男 昭41. 8. 1精神 病院
     保養院 防府市岩畠１丁目２番１号 常　勤:    3長　國本　泰男 新規     精神   100現存
     (医       3) 平29. 8. 1精   神   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62506,1124,1 医療法人和同会　防府〒747-1232 0835-32-1777医療法人和同会　理事角川　正弘 昭53. 5. 1療養 病院
     (06,3043,7) リハビリテーション病防府市大字台道１６３４の１ 常　勤:    5長　髙橋　幹治 新規     療養   362療養病床
     院 (医       5) 平29. 5. 1療養 現存
     非常勤:   13     療養    50
     (医      11) 内   整外 眼  
     (歯       2) リハ 放   歯  
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62606,1127,4 一般財団法人防府消化〒747-0801 0835-22-3339一般財団法人防府消化三浦　修 昭54. 4. 2一般       120病院
     器病センター　防府胃防府市駅南町１４番３３号 常　勤:    9器病センター　理事長 新規 内   外   放  現存
     腸病院 (医       9)　三浦　修 平30. 4. 2他   
     非常勤:   19 他：消内、内視
     (医      19) 内、疼緩内、胃
     内、消外、内視
     外、胃外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62706,1131,6 防府第一クリニック小〒747-0844 0835-24-0688林　佳子 林　佳子 昭55. 6.16小   アレ 診療所
     児科 防府市華園町１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62806,1135,7 黒川医院 〒747-0034 0835-22-0210黒川　博厚 黒川　博厚 昭56. 5. 1内   産婦 診療所
     防府市天神１丁目７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62906,1137,3 マツダ株式会社　防府〒747-0835 0835-29-1111マツダ株式会社　代表杉山　真一 昭57. 6. 1内   診療所
     診療所 防府市大字西浦８８８の１ 常　勤:    1取締役社長兼ＣＥＯ　 新規 現存
     (医       1)小飼　雅道 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63006,1138,1 マツダ株式会社　防府〒747-0833 0835-29-1111マツダ株式会社　代表杉山　真一 昭57. 6. 1内   診療所
     診療所中関医務室 防府市大字浜方４１５の８ 常　勤:    1取締役社長兼ＣＥＯ　 新規 現存
     (医       1)小飼　雅道 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63106,1140,7 医療法人　米沢記念　〒747-0811 0835-23-1781医療法人米沢記念　理米澤　孝仁 昭57. 9. 1一般        60病院
     桑陽病院 防府市車塚町３番２０号 常　勤:    7事長　米澤　孝仁 新規 療養 現存
     (医       7) 平24. 9. 1    療養    48
     非常勤:    8 内   他   ひ  
     (医       8) 整外 リハ リウ
     他：循環器内科
     、消化器内科、
     糖尿病内分泌内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63206,1149,8 医療法人社団松友会　〒747-0034 0835-22-1409医療法人社団松友会　松本　良信 昭62. 1. 1一般 病院
     松本外科病院 防府市天神２丁目１番４４号 常　勤:    1理事長　松本　良信 新規     一般    36現存
     (医       1) 平29. 1. 1一般
     非常勤:   17     一般    44
     (医      17) 内   神内 胃  
     外   整外 脳外
     ひ   こう 放  
     麻   皮   リウ
     リハ 形外 呼  
     他   
     他：救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63306,1151,4 山本内科医院 〒747-0035 0835-22-3927山本　一成 山本　一成 昭63. 2. 3一般        19診療所
     防府市栄町１丁目６番１４号 常　勤:    1 新規 内   呼   消  現存
     (医       1) 平30. 2. 3循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63406,1155,5 医療法人　ふじわら小〒747-0037 0835-23-5501医療法人ふじわら小児藤原　元紀 平元. 6. 1小   診療所
     児科 防府市八王子２丁目１１番２１号常　勤:    2科　理事長　藤原　幹 新規 現存
     (医       2)夫 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63506,1156,3 医療法人太誠会　木村〒747-0011 0835-38-1181医療法人太誠会　理事木村　皇太郎 平元. 7. 7整外 リハ リウ診療所
     整形外科 防府市岸津１丁目２０番２０号 常　勤:    1長　木村　皇太郎 新規 療養病床
     (医       1) 平28. 7. 7 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63606,1157,1 くらしげ小児科 〒747-0814 0835-22-0279医療法人蔵重小児科　藏重　秀樹 平13.12. 1小   アレ 診療所
     防府市三田尻１丁目１１番１６号常　勤:    2理事長　蔵重　秀樹 移転 現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63706,1159,7 医療法人　防府第一ク〒747-0844 0835-24-0688医療法人防府第一クリ林　宏海 平 2. 4. 1内   他   診療所
     リニック 防府市華園町１番８号 常　勤:    2ニック　理事長　林　 新規 他：循環器内科現存
     (医       2)宏海 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  63806,1160,5 医療法人社団　大西眼〒747-0035 0835-22-5307医療法人社団大西眼科大西　徹 平 2. 4. 1一般        10診療所
     科 防府市栄町２丁目１番１号 常　勤:    1　理事長　大西　徹 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63906,1171,2 緑町三祐病院 〒747-0026 0835-22-3145医療法人　康淳会　理中原　康聡 平 4. 9. 1一般        32病院
     防府市緑町１丁目５番２９号 常　勤:    3事長　中原　康聡 新規 療養 現存
     (医       3) 平28. 9. 1    療養    54
     非常勤:   26 内   外   整外
     (医      26) 眼   リハ 放  
     リウ 皮   他  
     他：胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64006,1172,0 医療法人　原医院 〒747-0037 0835-38-2424医療法人原医院　理事原　伸一 平 4.12. 1精   心内 診療所
     防府市八王子１丁目２０番２３号常　勤:    1長　原　伸一 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64106,1173,8 倉田皮ふ科・乳腺科 〒747-0806 0835-25-8488医療法人倉田皮ふ科　倉田　三保子 平 5. 1. 1皮   他   診療所
     防府市石が口１丁目３番２４号 常　勤:    2理事長　倉田　三保子 新規 他：乳腺外科 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64206,1175,3 医療法人社団　白石ひ〒747-0825 0835-24-1112医療法人社団白石ひふ白石　達雄 平 6. 1. 1形外 皮   診療所
     ふ科 防府市大字新田８１４ 常　勤:    1科　理事長　白石　達 新規 現存
     (医       1)雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64306,1176,1 周防医院 〒747-0811 0835-22-0410周防　拡 周防　拡 平 6. 1.13内   神内 診療所
     防府市車塚町１０番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64406,1177,9 医療法人惻隠会　木村〒747-0825 0835-21-5533医療法人惻隠会　理事木村　正道 平 6. 4. 1外   脳外 リハ診療所
     脳神経・外科内科 防府市大字新田７８０の３ 常　勤:    2長　木村　練 新規 神内 内   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64506,1178,7 しみず医院 〒747-0035 0835-38-8883清水　暢 清水　暢 平 6.10. 1内   胃   外  診療所
     防府市栄町１丁目９番３号 常　勤:    1 新規 整外 こう リハ現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64606,1179,5 大野循環器科内科 〒747-0812 0835-23-4114大野　博嗣 大野　博嗣 平 7. 1. 1内   呼   循  診療所
     防府市鋳物師町６番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  64706,1182,9 秋本医院 〒747-0806 0835-22-5152医療法人博仁会　理事秋本　文一 平 8. 3. 1一般        19診療所
     防府市石が口１丁目１０番１８号常　勤:    1長　秋本　文一 組織変更 整外 内   リハ療養病床
     (医       1) 平29. 3. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64806,1184,5 大田呼吸器内科 〒747-0064 0835-26-2525大田　迪祐 大田　迪祐 平 8.10. 1内   診療所
     防府市大字高井６９１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64906,1185,2 医療法人杉桑会　杉山〒747-0044 0835-23-7104医療法人杉桑会　理事杉山　和子 平 8.11. 1内   小   循  診療所
     内科小児科医院 防府市佐波１丁目３番１０号 常　勤:    2長　杉山　知行 新規 消   呼   放  現存
     (医       2) 平29.11. 1リウ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65006,1187,8 松本クリニック 〒747-0024 0835-25-2522医療法人松風会　理事松本　正 平 9. 1. 1外   内   胃  診療所
     防府市国衙４丁目６番２０号 常　勤:    1長　松本　正 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65106,1188,6 松村内科医院 〒747-0027 0835-26-0888松村　茂一 松村　茂一 平 9. 3. 1内   診療所
     防府市南松崎町５番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65206,1196,9 たにがわ医院 〒747-0033 0835-22-6210医療法人至誠会　理事谷川　浩一 平10.10. 1内   胃   診療所
     防府市上天神町３番１１号 常　勤:    1長　谷川　浩一 組織変更 療養病床
     (医       1) 平28.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65306,1197,7 医療法人芳和会　アベ〒747-0811 0835-22-0385医療法人芳和会　理事阿部　和子 平10.11. 1一般        14診療所
     産婦人科クリニック 防府市車塚町１０番２５号 常　勤:    1長　阿部　和子 組織変更 内   産   婦  現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65406,1198,5 医療法人三鳩会　吉田〒747-0033 0835-22-0021医療法人三鳩会吉田整吉田　義夫 平10.11. 1一般 診療所
     整形外科 防府市上天神町３番８号 常　勤:    2形外科　理事長　吉田 組織変更     一般    19現存
     (医       2)　義夫 平28.11. 1整外 外   リハ
     非常勤:    2 リウ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65506,1199,3 医療法人社団　防府整〒747-0825 0835-25-1060医療法人社団防府整形藤森　十郎 平10.11. 1整外 リウ リハ診療所
     形・リウマチクリニッ防府市新田１丁目７番１号 常　勤:    1・リウマチクリニック 組織変更 現存
     ク (医       1)　理事長　藤森　十郎 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65606,1200,9 きはら内科あこ小児科〒747-1232 0835-33-1120木原　英利 木原　英利 平10.12. 1内   呼   循  診療所
     防府市大字台道４２１の２ 常　勤:    2 新規 アレ 小   現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65706,1202,5 医療法人　内平皮膚科〒747-0034 0835-24-5551医療法人内平皮膚科　内平　信子 平11. 4. 1皮   診療所
     防府市天神２丁目６番３号 常　勤:    1理事長　内平　信子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65806,1203,3 森下外科・整形外科医〒747-0005 0835-24-0500医療法人森下外科・整御江　愼一郎 平11. 5. 1外   整外 消  診療所
     院 防府市中西２番３号 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 こう 現存
     (医       1)御江　愼一郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65906,1204,1 木村眼科 〒747-0027 0835-27-0202木村　浩 木村　浩 平11. 7. 1眼   診療所
     防府市南松崎町１２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66006,1207,4 山口泌尿器科クリニッ〒747-0037 0835-26-5000医療法人山口泌尿器科山口　政俊 平11.10. 1ひ   診療所
     ク 防府市八王子１丁目４番６０号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)山口　政俊 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66106,1210,8 牟礼小児科 〒747-0014 0835-38-0530三浦　幸明 三浦　幸明 平12. 4. 1小   診療所
     防府市大字江泊１９１７の２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66206,1211,6 たかきクリニック 〒747-1232 0835-33-1050医療法人たかきクリニ高木　靖彦 平12. 4. 1外   胃   内  診療所
     防府市大字台道３５８３の５ 常　勤:    1ック　理事長　高木　 組織変更 整外 循   こう現存
     (医       1)靖彦 平30. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66306,1214,0 黒田クリニック 〒747-0834 0835-24-9090黒田　豊 黒田　豊 平13. 2. 1胃   内   外  診療所
     防府市大字田島３６６の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66406,1216,5 古屋敷医院 〒747-0037 0835-27-4777古屋敷　進 古屋敷　進 平13. 5. 1内   整外 外  診療所
     防府市八王子１丁目１８番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66506,1217,3 深野医院 〒747-0001 0835-21-1919医療法人　浩然会　理深野　浩一 平13. 9. 1内   他   診療所
     防府市岩畠１丁目２２番１号 常　勤:    2事長　深野　浩一 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66606,1218,1 医療法人社団　南風会〒747-0834 0835-22-0246医療法人社団　南風会山縣　茂樹 平13.10. 1整外 リハ 神内診療所
     　山縣医院 防府市大字田島１０９２ 常　勤:    2　山縣医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)山縣　茂樹 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66706,1219,9 医療法人　はやしだ眼〒747-0825 0835-27-0303医療法人　はやしだ眼林田　はるみ 平14. 1. 1眼   診療所
     科 防府市大字新田８７４ 常　勤:    1科　理事長　林田　は 組織変更 現存
     (医       1)るみ 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66806,1221,5 中司内科 〒747-0834 0835-27-0350医療法人実昌会　理事中司　昌美 平14. 4. 1内   呼   循  診療所
     防府市大字田島５８７の１ 常　勤:    1長　中司　昌美 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66906,1223,1 ひよしクリニック 〒747-0812 0835-27-3387医療法人　すみれ会　日吉　正明 平14. 9. 1耳い アレ 呼  診療所
     防府市鋳物師町１１番８号 常　勤:    1理事長　日吉　正明 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67006,1224,9 村田小児科 〒747-0037 0835-24-7100村田　敦 村田　敦 平15. 3. 1小   診療所
     防府市八王子２丁目４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67106,1227,2 光山医院 〒747-0042 0835-22-1361医療法人　光恵会　理藤井　章久 平15. 9. 1一般 診療所
     防府市今市町２１番１５号 常　勤:    4事長　光山　哲生 組織変更     一般    16現存
     (医       4) 平27. 9. 1内   循   呼  
     非常勤:    4 放   整外 リハ
     (医       4) リウ 小   耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67206,1228,0 医療法人社団　ながみ〒747-0802 0835-20-1230医療法人社団　ながみ長光　勉 平15.10. 1脳外 神内 リハ診療所
     つクリニック 防府市中央町９番４１号 常　勤:    1つクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　長光　勉 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67306,1230,6 医療法人社団　うのき〒747-0807 0835-38-4970医療法人社団　うのき鵜木　哲秀 平15.12. 1内   循   診療所
     内科・循環器科 防府市桑南２丁目１４番１７号 常　勤:    1内科・循環器科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　鵜木　哲秀 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67406,1231,4 舩津医院 〒747-0036 0835-22-1308舩津　春美 舩津　春美 平16. 1. 1外   整外 内  診療所
     防府市戎町２丁目８番１２号 常　勤:    2 交代 麻   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67506,1232,2 防府耳鼻咽喉科医院 〒747-0037 0835-23-7194医療法人慶和会　防府阿部　慶一 平16. 4. 1一般        14診療所
     防府市八王子１丁目２４番２４号常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 組織変更 内   耳い 気食現存
     (医       1)長　阿部　慶一 平28. 4. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67606,1233,0 深川内科循環器科 〒747-0044 0835-25-1122医療法人靖英会　理事深川　和英 平17. 1. 1内   循   診療所
     防府市佐波１丁目１４番２１号 常　勤:    2長　深川　和英 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67706,1234,8 医療法人社団　澤内科〒747-0802 0835-26-3838医療法人社団　澤内科澤　明彦 平17. 4. 1内   消   診療所
     消化器科クリニック 防府市中央町９番６号 常　勤:    1消化器科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　澤　明彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67806,1235,5 医療法人社団　ひらた〒747-0022 0835-26-3300医療法人社団　ひらた石畠　英昭 平17. 9. 1内   呼   アレ診療所
     内科呼吸器科医院 防府市惣社町１番１１号 常　勤:    1内科呼吸器科医院　理 組織変更 リハ 現存
     (医       1)事長　石畠　英昭 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67906,1236,3 寿町クリニック 〒747-0809 0835-27-5577木村　正統 木村　正統 平17.11. 1整外 内   消  診療所
     防府市寿町３番１９号 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68006,1237,1 佐伯医院 〒747-0027 0835-22-1192医療法人伯生会　理事佐伯　英明 平18. 9. 1形外 内   小  診療所
     防府市南松崎町８番３２号 常　勤:    1長　佐伯　英明 組織変更 循   皮   美外現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68106,1239,7 大腸クリニックかわむ〒747-0064 0835-22-7520医療法人玲明会　理事河村　芳知 平19. 1. 1内   胃   リハ診療所
     ら内科 防府市大字高井３１３の１ 常　勤:    2長　河村　芳知 組織変更 こう 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68206,1240,5 おがさまきレディース〒747-0836 0835-26-1107小笠　麻紀 小笠　麻紀 平19. 4. 1産婦 診療所
     クリニック 防府市大字植松５５９の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68306,1241,3 医療法人社団よしいこ〒747-0836 0835-26-0115医療法人社団よしいこ吉井　英樹 平19. 4. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 防府市大字植松５５９の１ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　吉井　英樹 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68406,1248,8 手山産婦人科 〒747-0035 0835-22-0188手山　知行 手山　知行 平22. 4. 1一般 診療所
     防府市栄町１丁目８番７号 常　勤:    1 新規     一般    10現存
     (医       1) 平28. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68506,1250,4 うちみち脳神経クリニ〒747-0806 0835-27-5880医療法人オレンジ会　打道　昭彦 平22.10. 1脳外 神内 内  診療所
     ック 防府市石が口２丁目２番３８号 常　勤:    1理事長　打道　昭彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68606,1252,0 サンタキッズ＆ファミ〒747-0825 0835-26-5533池内　克彦 池内　克彦 平23. 2. 1小   内   アレ診療所
     リークリニック 防府市新田１丁目１番１号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 2. 1他：漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68706,1253,8 ふなつ眼科防府分院　〒747-0801 0835-28-8118医療法人彦星会　理事川本　晃司 平23. 4. 1眼   診療所
     かわもと眼科 防府市駅南町８番３８号 常　勤:    1長　舩津　浩彦 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68806,1254,6 山口県立総合医療セン〒747-8511 0835-22-4411地方独立行政法人　山武藤　正彦 平23. 4. 1一般 地域支援
     (06,3102,1) ター 防府市大字大崎１００７７番地 常　勤:  132口県立病院機構　理事 組織変更     一般   456病院
     (医     129)長　岡　紳爾 平29. 4. 1一般（感染） 現存
     (歯       3)     感染     2
     非常勤:   51 一般        12
     (医      49) 一般        12
     (歯       2) 一般         4
     一般        18
     内   神内 呼内
     小   外   整外
     形外 脳外 心外
     小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   精  
     麻   歯   歯外
     病理 他   
     （消循内分泌血
     ）内、小（新生
     児）消外、乳外
     、救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68906,1255,3 医療法人　はすいけ耳〒747-0825 0835-20-1133医療法人　はすいけ耳蓮池　耕二 平23. 5. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科クリニック 防府市大字新田５８２の１ 常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　蓮池　耕二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69006,1256,1 くらしげ整形外科クリ〒747-0834 0835-25-0076医療法人社団涼風会　蔵重　芳文 平25. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 防府市大字田島１４９０番地１ 常　勤:    1理事長　蔵重　芳文 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69106,1257,9 甲嶋内科 〒747-0036 0835-23-8121医療法人松寿会　理事松村　康博 平26. 4. 1内   診療所
     防府市戎町二丁目５番３０号 常　勤:    1長　松村　博明 移転 消化器内科、糖現存
     (医       1) 平26. 4. 1尿病・代謝内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69206,1258,7 えま皮膚科 〒747-0043 0835-22-5621医療法人えま皮膚科　江間　聡 平28. 5. 1皮   診療所
     防府市平和町１番３号 常　勤:    2理事長　江間　聡 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69306,1259,5 防府市野島診療所 〒747-0832 0835-34-1500防府市長　松浦　正人大枝　栄一 平28. 8. 1内   診療所
     防府市大字野島６７９番地の１１常　勤:    1 移転 現存
     野島漁村センター内 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69406,1260,3 渡辺内科・呼吸器科 〒747-0043 0835-23-1955渡邉　正実 渡邉　正実 平29. 8. 1内   呼内 診療所
     防府市平和町１２番２号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69506,1261,1 岡澤医院 〒747-0849 0835-22-6516岡澤　正 岡澤　正 平29.12.27内   他   診療所
     防府市西仁井令２丁目１０－１ 常　勤:    1 交代 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69606,1262,9 三好クリニック 〒747-0813 0835-25-1020三好　明 三好　明 平30. 4. 1精   心内 診療所
     防府市東三田尻１丁目３番１３号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69706,1263,7 かわい泌尿器科クリニ〒747-0836 0835-27-3111川井　禎久 川井　禎久 平30. 5. 1ひ   診療所
     ック 防府市大字植松５５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69807,1028,2 周南記念病院 〒744-0033 0833-45-3330社会医療法人同仁会　中元　賢武 平12. 6. 1一般 病院
     下松市生野屋南１丁目１０番１号常　勤:   18理事長　竹重　元寛 移転     一般   200療養病床
     (医      18) 平30. 6. 1療養 現存
     非常勤:   32     療養    50
     (医      32) 内   神内 小  
     外   整外 形外
     脳外 ひ   耳い
     リハ 放   麻  
     リウ アレ 呼外
     呼内 他   
     他：循内、消内
     、消外、大腸肛
     外、乳外、血外
     、甲外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69907,1039,9 下松市米川診療所 〒744-0271 0833-53-0001下松市長　國井　益雄山本　薫 昭40.12. 1内   診療所
     下松市大字下谷１６７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70007,1059,7 医療法人社団創世会　〒744-0032 0833-44-8034医療法人社団創世会　篠山　理香 昭62. 5. 1療養         4診療所
     篠山医院 下松市生野屋西４丁目３番１３号常　勤:    1理事長　篠山　理香 療養        12療養病床
     (医       1) 平29. 5. 1内   小   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70107,1061,3 笠戸クリニック 〒744-0001 0833-52-0133株式会社　新笠戸ドッ阿部　政則 昭63. 4. 1内   外   リハ診療所
     下松市大字笠戸島７０５の４ 常　勤:    1ク　代表取締役社長　 新規 心内 精   現存
     (医       1)檜垣　幸人 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70207,1063,9 浅上内科胃腸科医院 〒744-0072 0833-44-2778浅上　文雄 浅上　文雄 平元. 3. 1一般         7診療所
     下松市望町４丁目１３番５号 常　勤:    1 新規 内   他   現存
     (医       1) 平28. 3. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70307,1064,7 医療法人光成会　梶原〒744-0015 0833-41-0644医療法人光成会　理事梶原　功一 平元. 5. 1眼   診療所
     眼科医院 下松市大手町２丁目８番１７号 常　勤:    2長　梶原　功一 新規 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70407,1066,2 医療法人北斗会　小林〒744-0012 0833-41-0134医療法人北斗会　理事小林　究 平元.11. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科 下松市北斗町８番８号 常　勤:    1長　小林　究 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70507,1069,6 定金内科 〒744-0027 0833-41-6555定金　章人 定金　章人 平 3. 6. 1内   呼   循  診療所
     下松市南花岡７丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70607,1070,4 下松病院 〒744-0008 0833-41-2727医療法人成幸会　理事中島　洋二 平 3. 5. 1療養 病院
     下松市新川二丁目１番１号 常　勤:    1長　中島　洋二 新規     療養    51現存
     (医       1) 平30. 5. 1内   リハ 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70707,1076,1 岸田内科クリニック 〒744-0004 0833-44-1171医療法人岸田医院会　岸田　健伸 平 5. 4. 1内   神内 胃  診療所
     下松市青柳１丁目２番１号 常　勤:    1理事長　岸田　健伸 新規 小   放   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70807,1080,3 下松市休日診療所 〒744-0025 0833-41-7799下松市長　國井　益雄宮本　正樹 平 5.11. 1内   診療所
     下松市中央町２１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70907,1082,9 医療法人　荻野内科医〒744-0043 0833-46-3553医療法人荻野内科医院木村　豊彦 平 6. 5. 1内   神内 胃  診療所
     院 下松市東陽４丁目２１番３号 常　勤:    1　理事長　木村　豊彦 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71007,1083,7 瑞穂診療所 〒744-0075 0833-43-5086医療法人社団あべ医院安部　真彰 平13. 3. 1神内 内   リハ診療所
     下松市瑞穂町２丁目１９番１４号常　勤:    1　理事長　安部　真彰 移転 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71107,1084,5 有馬医院 〒744-0017 0833-43-8289有馬　功三良 有馬　功三良 平 7. 1. 1内   呼内 他  診療所
     下松市東柳２丁目１番１４号 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 1. 1，消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71207,1085,2 しのはらクリニック 〒744-0015 0833-41-7700医療法人しのはらクリ篠原　陽一 平 7. 1. 1ひ   内   診療所
     下松市大手町１丁目１番１１号 常　勤:    1ニック　理事長　篠原 新規 現存
     (医       1)　陽一 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71307,1086,0 医療法人　秀浦医院 〒744-0032 0833-41-5225医療法人秀浦医院　理秀浦　信太郎 平 7. 5. 1内   外   リハ診療所
     下松市生野屋西１丁目５番１７号常　勤:    1事長　秀浦　信太郎 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 5. 1他：胃腸内科
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  71407,1087,8 野見山内科医院 〒744-0073 0833-41-2248医療法人野見山内科医野見山　正壽 平 7.10. 1内   診療所
     下松市美里町３丁目４番５号 常　勤:    1院　理事長　野見山　 組織変更 現存
     (医       1)正壽 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71507,1089,4 東洋鋼鈑診療所 〒744-0002 0833-41-0300東洋鋼鈑株式会社下松近藤　実 平 8. 4. 1内   外   診療所
     下松市大字東豊井１２８９の１ 常　勤:    1工場　執行役員　下松 その他 現存
     (医       1)事業所長　荒瀬　真 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71607,1091,0 篠原小児科医院 〒744-0029 0833-45-0330篠原　照男 篠原　照男 平 9. 1. 1小   診療所
     下松市楠木町１丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71707,1093,6 のぞみ医院 〒744-0072 0833-45-0550岸本　千種 岸本　千種 平10. 7. 1精   心内 診療所
     下松市望町１丁目９番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71807,1094,4 阿部クリニック 〒744-0061 0833-47-0001医療法人創黎会　理事阿部　政則 平10.12. 1一般        19診療所
     下松市大字河内１０４８の１ 常　勤:    1長　阿部　政則 新規 内   精   神内現存
     (医       1) 平28.12. 1外   麻   心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71907,1095,1 上村内科クリニック 〒744-0011 0833-41-1318上村　継道 上村　継道 平11.10. 1内   呼   消  診療所
     下松市大字西豊井８７７の１ 常　勤:    1 移転 循   小   放  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72007,1096,9 山本医院 〒744-0074 0833-41-0037山本　薫 山本　薫 平12. 1. 1内   婦   診療所
     下松市潮音町１丁目８番３２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72107,1097,7 医療法人周南眼科 〒744-0025 0833-44-3443医療法人周南眼科　理梶原　良 平12. 8. 1眼   診療所
     下松市中央町２１番３号 常　勤:    1事長　梶原　良 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72207,1098,5 しげおか医院 〒744-0015 0833-41-1130重岡　秀信 重岡　秀信 平12.10. 1内   呼   消  診療所
     下松市大手町２丁目６番１４号 常　勤:    1 交代 循   小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72307,1099,3 水津皮フ科 〒744-0022 0833-41-0038医療法人水津皮フ科　水津　礼子 平13. 1. 1皮   診療所
     下松市大字末武下５７３ 常　勤:    1理事長　水津　礼子 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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  72407,1100,9 久保駅前クリニック 〒744-0061 0833-46-4688中嶋　敏和 中嶋　敏和 平13. 3. 1眼   アレ 診療所
     下松市大字河内７９４の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72507,1101,7 石﨑内科医院 〒744-0007 0833-45-5235石﨑　浩史 石﨑　浩史 平13. 7. 1内   循   呼  診療所
     下松市駅南一丁目７－７ 常　勤:    1 交代 消   放   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72607,1104,1 花岡医院 〒744-0024 0833-44-8227水津　貴 水津　貴 平14. 6. 1内   麻   放  診療所
     下松市大字末武上１２３９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72707,1107,4 医療法人　岡藤内科医〒744-0011 0833-44-1300医療法人　岡藤内科医岡藤　賢 平15. 4. 1内   診療所
     院 下松市大字西豊井７４１の９ 常　勤:    2院　理事長　岡藤　賢 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72807,1108,2 のだくりにっく 〒744-0025 0833-45-2100野田　寛 野田　寛 平15. 8. 1消   循   外  診療所
     下松市中央町２１番３号 常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72907,1110,8 医療法人社団　みやも〒744-0061 0833-45-0005医療法人社団　みやも宮本　正樹 平15.10. 1内   循   消  診療所
     とクリニック 下松市大字河内２７５８の１ 常　勤:    1とクリニック　理事長 組織変更 外   小   リハ現存
     (医       1)　宮本　正樹 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73007,1111,6 英クリニック 〒744-0015 0833-41-7788医療法人　英クリニッ三尾母　英幸 平16. 4. 1一般        18診療所
     下松市大手町２丁目４番１１号 常　勤:    2ク　理事長　三尾母　 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2)英幸 平28. 4. 1産婦 ひ   内  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73107,1112,4 山下ウイメンズクリニ〒744-0075 0833-48-0211山下　三郎 山下　三郎 平16. 5. 1産婦 診療所
     ック 下松市瑞穂町１丁目６番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73207,1113,2 クリニック・アミカル〒744-0011 0833-43-8180武内　節夫 武内　節夫 平16. 8. 1内   胃   外  診療所
     下松市大字西豊井１４０４の１０常　勤:    1 移転 こう リハ 放  現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73307,1114,0 医療法人社団　あいク〒744-0011 0833-48-1111医療法人社団　あいク井上　保 平16.10. 1小   皮   アレ診療所
     リニック 下松市大字西豊井１４５３の９ 常　勤:    2リニック　理事長　井 組織変更 現存
     (医       2)上　保 平28.10. 1
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  73407,1115,7 医療法人　かわの循環〒744-0032 0833-41-6700医療法人　かわの循環河野　隆任 平17.12. 1内   循   診療所
     器科医院 下松市生野屋西２丁目３番１３号常　勤:    1器科医院　理事長　河 組織変更 現存
     (医       1)野　隆任 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73507,1116,5 医療法人　中山医院 〒744-0075 0833-41-7220医療法人　中山医院　中山　実 平18. 4. 1一般        19診療所
     下松市瑞穂町１丁目３番１２号 常　勤:    1理事長　中山　実 組織変更 ひ   皮   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73607,1117,3 松野整形外科医院 〒744-0028 0833-41-3123医療法人松野整形外科松野　尚弘 平18. 9. 1一般        19診療所
     下松市藤光町２丁目１３番２４号常　勤:    1医院　理事長　松野　 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)尚弘 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73707,1119,9 くだまつ眼科 〒744-0011 0833-48-2222医療法人清樹会　理事中村　充智 平20. 3. 1眼   診療所
     下松市大字西豊井１４４５の１ 常　勤:    1長　岩本　剛 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73807,1120,7 周防医院 〒744-0014 0833-41-0519澤　公成 澤　公成 平20. 4. 1他   放   リハ診療所
     下松市中市２丁目１０－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73907,1123,1 山下脳神経外科クリニ〒744-0072 0833-45-1577医療法人社団　山下脳山下　弘巳 平23. 9. 1脳外 神内 診療所
     ック 下松市望町５丁目４番７号 常　勤:    1神経外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　山下　弘巳 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74007,1125,6 下松中央病院 〒744-0005 0833-41-3030医療法人　緑山会　理梅野　哲弘 平25. 4. 1一般        28病院
     (07,3056,7) 下松市古川町３丁目１番１号 常　勤:    9事長　齋藤　淳 交代 療養        71現存
     (医       7) 平25. 4. 1内   外   整外
     (歯       2) リハ 婦   歯  
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74107,1126,4 ほりいけ耳鼻咽喉科 〒744-0022 0833-48-8755医療法人　拓真会　理堀池　修 平25.10. 1耳い 診療所
     下松市末武下４６０番地２ 常　勤:    1事長　堀池　修 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74207,1127,2 くだまつ美里ハートク〒744-0073 0833-48-3310医療法人くだまつ美里和﨑　雄一郎 平26. 9. 1内   呼内 他  診療所
     リニック 下松市美里町四丁目１０番２５号常　勤:    1ハートクリニック　理 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)事長　和﨑　雄一郎 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74307,1129,8 さんふらわあクリニッ〒744-0003 0833-44-5678和田　崇子 和田　崇子 平28.10. 1内   診療所
     ク 下松市琴平町２丁目１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74407,1130,6 のはら消化器内科 〒744-0072 0833-45-6777野原　寛章 野原　寛章 平29. 5. 1内   他   診療所
     下松市望町２－４－８ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 5. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74508,1002,5 医療法人　岩国病院 〒741-0062 0827-41-0850医療法人岩国病院　理庄司　凡 昭32.10.31一般        41病院
     岩国市岩国３丁目２番７号 常　勤:    3事長　庄司　凡 新規 療養 療養病床
     (医       3) 平29.10.31    療養    19現存
     非常勤:   27 内   神内 産婦
     (医      27) 小   整外 他  
     他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74608,1005,8 帝人株式会社　岩国事〒740-0014 0827-24-6536帝人株式会社岩国事業沖井　明 昭44. 9. 1内   診療所
     業所診療所 岩国市日の出町２番１号 常　勤:    1所　事業所長　斎藤　 新規 現存
     (医       1)安彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74708,1008,2 医療法人　錦病院 〒741-0061 0827-41-0177医療法人錦病院　理事玉田　隆一郎 昭32.10.31一般        48病院
     岩国市錦見７丁目１５番７号 常　勤:    5長　玉田　隆一郎 新規 外   内   整外現存
     (医       5) 平29.10.31放   他   
     非常勤:    6 他：消化器外科
     (医       6) 　乳腺外科　こ
     う門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74808,1025,6 岩国市立柱島診療所 〒740-0051 0827-48-2311岩国市長　福田　良彦牧野　泰裕 平元. 4. 1内   診療所
     岩国市柱島１３２の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74908,1036,3 新港診療所 〒740-0002 0827-21-2359 谷　文雄 谷　文雄 昭37. 1. 1内   小   放  診療所
     岩国市新港町４丁目１２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75008,1038,9 後藤産婦人科医院 〒741-0062 0827-43-3855後藤　政明 後藤　政明 昭49.10. 1一般        11診療所
     岩国市岩国１丁目２０番２６号 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75108,1056,1 いしい記念病院 〒741-8585 0827-41-0114医療法人新生会　理事髙橋　俊文 平12. 2. 1療養 病院
     岩国市多田３丁目１０２－１ 常　勤:    6長　寺園　久恵 移転     療養    60療養病床
     (医       6) 平30. 2. 1精神 現存
     非常勤:   13     精神    43
     (医      13) 精神
         精神    54
     精神
         精神    50
     内   放   精  
     リハ 他   
     他：循環器内科
     、消化器内科、
     呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75208,1109,8 駐留軍要員健康保険組〒740-0025 0827-23-2035駐留軍要員健康保険組髙野　勝之 昭50.12. 1内   外   診療所
     合　岩国基地診療所 岩国市三角町１丁目官有無番地 常　勤:    2合　理事長　蓑浦　正 新規 現存
     (医       2)彦 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75308,1114,8 医療法人社団松柏会　〒741-0061 0827-43-1235医療法人社団松柏会　守田　英樹 昭52. 1. 1整外 リハ 診療所
     岩国整形外科 岩国市錦見６丁目１３番４０号 常　勤:    1理事長　守田　英樹 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75408,1129,6 竹川小児科医院 〒741-0062 0827-41-0352竹川　一志 竹川　一志 昭55.12. 1一般    診療所
     岩国市岩国２丁目３番９号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75508,1132,0 村岡整形外科 〒740-0022 0827-22-2181村岡　洋 村岡　洋 昭57. 4. 1一般        19診療所
     岩国市山手町１丁目６番２０号 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75608,1133,8 医療法人社団はじめ会〒740-0032 0827-31-1234医療法人社団はじめ会森脇　伸二郎 昭57. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     　森脇整形外科医院 岩国市尾津町２丁目２３番１４号常　勤:    1　理事長　森脇　伸二 新規 現存
     (医       1)郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75708,1134,6 岡山医院 〒741-0072 0827-32-2288岡山　勁 岡山　勁 昭57. 9. 1内   小   診療所
     岩国市平田６丁目５１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75808,1139,5 玉田産婦人科医院 〒740-0034 0827-32-1258玉田　英世 玉田　英世 平元. 4. 1一般         9診療所
     岩国市南岩国町１丁目２２番２８常　勤:    1 新規 産婦 現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75908,1143,7 医療法人　岩崎内科医〒740-0034 0827-31-4815医療法人岩崎内科医院岩崎　淳 平 3. 8.20内   胃   循  診療所
     院 岩国市南岩国町１丁目３０番１３常　勤:    2　理事長　岩崎　皓一 新規 現存
     号 (医       2) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76008,1147,8 マサキ外科肛門科 〒740-0018 0827-22-0088正木　康史 正木　康史 昭63. 5. 1一般        19診療所
     岩国市麻里布町５丁目３番１２号常　勤:    1 新規 胃   外   整外現存
     (医       1) 平30. 5. 1こう 皮   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76108,1148,6 医療法人光風会　岩国〒740-0017 0827-23-1600医療法人光風会　理事山田　輝城 昭63. 8. 1一般        22病院
     中央病院 岩国市今津町４丁目１５番３号 常　勤:    2長　山田　輝城 新規 整外 麻   他  現存
     (医       2) 平24. 8. 1他：ペインクリ
     非常勤:    6 ニック外科
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76208,1154,4 医療法人　横田内科 〒740-0027 0827-24-1550医療法人横田内科　理横田　孝義 平元. 5. 1内   胃   小  診療所
     岩国市中津町２丁目２４番１６号常　勤:    1事長　横田　孝義 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76308,1155,1 医療法人社団　川下整〒740-0026 0827-22-2222医療法人社団川下整形繁冨　頼雄 平元. 6. 1療養        16診療所
     形外科 岩国市車町１丁目１３番１９号 常　勤:    1外科　理事長　繁冨　 新規 整外 リハ リウ療養病床
     (医       1)頼雄 平28. 6. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76408,1161,9 医療法人社団桑原内科〒740-0018 0827-21-0839医療法人社団桑原内科桑原　直昭 平 8. 3.25内   消   小  診療所
     岩国市麻里布町５丁目４番２号 常　勤:    1　理事長　桑原　直昭 移転 現存
     (医       1) 平29. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76508,1163,5 医療法人社団慈愛会　〒740-0017 0827-21-1110医療法人社団慈愛会　保田　浩平 平元.11. 1内   循   診療所
     やすだクリニック 岩国市今津町４丁目４番１９号 常　勤:    1理事長　保田　浩平 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76608,1166,8 医療法人社団三志会　〒740-0034 0827-31-3377医療法人社団三志会藤藤本　俊文 平 2. 4. 1内   循   小  診療所
     藤本循環器科内科 岩国市南岩国町４丁目５７番２７常　勤:    2本循環器科内科　理事 新規 現存
     号 (医       2)長　藤本　俊文 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76708,1171,8 水島眼科 〒740-0018 0827-21-3401医療法人社団愛眼会　丸久　一恵 平 2. 9. 1眼   診療所
     岩国市麻里布町一丁目５番５号 常　勤:    1理事長　丸久　一恵 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76808,1172,6 片山クリニック 〒741-0072 0827-32-2121医療法人片山クリニッ片山　惠之 平 2. 9. 1消   外   他  診療所
     岩国市平田４丁目１６番３５号 常　勤:    1ク　理事長　片山　惠 新規 他：透析内科 現存
     (医       1)之 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76908,1173,4 ごちょう眼科 〒740-0018 0827-22-7432医療法人社団ごちょう後長　道伸 平11. 4.16眼   診療所
     岩国市麻里布町３丁目２０番２５常　勤:    1眼科　理事長　後長　 移転 現存
     号 (医       1)道伸 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77008,1174,2 岩国第一病院 〒741-0062 0827-41-0019医療法人社団千寿会　藤本　治道 平 2.10. 1療養 病院
     岩国市岩国１丁目２０番４９号 常　勤:    1理事長　藤本　治道 新規     療養    47現存
     (医       1) 平29.10. 1内   呼内 皮  
     非常勤:    6 心内 他   リハ
     (医       6) 整外 
     他：漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77108,1176,7 正木耳鼻咽喉科内科 〒741-0061 0827-43-4500医療法人社団正木内科正木　龍男 平 3. 1. 1内   耳い 診療所
     岩国市錦見６丁目１番１０号 常　勤:    2耳鼻咽喉科　理事長　 新規 現存
     (医       2)正木　昭夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77208,1177,5 中泌尿器科 〒741-0061 0827-43-1135医療法人社団 中泌尿小武家　誠 平 3. 1. 1ひ   診療所
     岩国市錦見２丁目７番５０号 常　勤:    1器科　理事長　小武家 新規 現存
     (医       1)　誠 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77308,1181,7 山口内科医院 〒741-0082 0827-41-2226山口　昌之 山口　昌之 平 3. 9. 1内   消   小  診療所
     岩国市川西２丁目７番６６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77408,1183,3 岩﨑クリニック 〒741-0061 0827-43-3699岩﨑　功 岩﨑　功 平 3.11. 1内   精   神  診療所
     岩国市錦見４丁目１番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77508,1184,1 岩国みなみ病院 〒740-0034 0827-32-4100医療法人岩国みなみ病野坂　誠士 平 4. 1. 1一般        60病院
     岩国市南岩国町２丁目７７番２３常　勤:    2院　理事長　野坂　誠 新規 外   呼内 呼外現存
     号 (医       2)士 平28. 1. 1放   麻   他  
     非常勤:    2 消化器内科、消
     (医       2) 化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77608,1185,8 医療法人　吉岡耳鼻咽〒740-0034 0827-32-4133医療法人吉岡耳鼻咽喉吉岡　達生 平 4. 1. 1耳い 診療所
     喉科 岩国市南岩国町１丁目３０番１９常　勤:    1科　理事長　吉岡　達 新規 現存
     号 (医       1)生 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77708,1186,6 医療法人　三井内科医〒740-0032 0827-31-0377医療法人三井内科医院三井　清 平 4. 1. 1内   心内 他  診療所
     院 岩国市尾津町２丁目１８番８号 常　勤:    1　理事長　三井　清 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77808,1187,4 小幡眼科医院 〒741-0062 0827-43-0245医療法人社団小幡眼科守田　明子 平 4. 1. 1眼   診療所
     岩国市岩国１丁目１９番６号 常　勤:    1医院　理事長　守田　 新規 現存
     (医       1)明子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77908,1200,5 医療法人社団　小林耳〒740-0017 0827-21-2718医療法人社団小林耳鼻小林　優子 平 5. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     鼻咽喉科医院 岩国市今津町３丁目１番３４号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)小林　優子 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78008,1201,3 岩国市医療センター医〒740-0021 0827-21-3211一般社団法人　岩国市茶川　治樹 平 5. 8. 1一般 地域支援
     (08,3075,5) 師会病院 岩国市室の木町３丁目６番１２号常　勤:    9医師会　会長　小林　 新規     一般   134病院
     (医       9)元壯 平29. 8. 1一般 現存
     非常勤:   21     一般    50
     (医      21) 内   外   小  
     整外 他   麻  
     脳外 リハ 脳内
     ひ   歯   
     他：放診、内（
     循消血内分泌腎
     人透ペイン緩ケ
     ア）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78108,1202,1 医療法人社団まりふ会〒740-0017 0827-21-1558医療法人社団まりふ会杉原　順二 平10. 7. 1精   神内 内  診療所
     　森脇神経科内科医院岩国市今津町１丁目１１番２３号常　勤:    2　理事長　森脇　卓二 移転 心内 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78208,1203,9 医療法人和会　沖井ク〒740-0012 0827-21-0720医療法人和会　理事長沖井　洋一 平 6. 8. 1胃   外   麻  診療所
     リニック 岩国市元町４丁目５番１０号 常　勤:    1　沖井　明 新規 リハ 療養病床
     (医       1) 平24. 8. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78308,1205,4 たかた整形外科 〒740-0034 0827-31-3399医療法人社団たかた整高田　省吾 平 6. 9. 1整外 リハ 診療所
     岩国市南岩国町３丁目１７番１７常　勤:    1形外科　理事長　高田 新規 現存
     号 (医       1)　省吾 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78408,1206,2 上田整形外科 〒740-0017 0827-23-3111医療法人社団上田整形上田　久司 平 7. 2. 1整外 リハ 診療所
     岩国市今津町４丁目２番５号 常　勤:    1外科　理事長　上田　 新規 現存
     (医       1)久司 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78508,1209,6 とくとみ内科胃腸科ク〒740-0011 0827-24-5000医療法人社団　とくと徳冨　正 平 7. 6. 1内   消   診療所
     リニック 岩国市立石町１丁目３番１８号 常　勤:    1みクリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　徳冨　正 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78608,1213,8 医療法人　ひろいし小〒740-0032 0827-32-7000医療法人ひろいし小児 石　裕一 平 7.10. 1内   小   皮  診療所
     児クリニック 岩国市尾津町１丁目１７番４号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1) 石　裕一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78708,1215,3 医療法人村重内科医院〒740-0027 0827-21-8081医療法人村重内科医院村重　典昭 平10.10.19内   消   診療所
     岩国市中津町３丁目２番１９号 常　勤:    2　理事長　村重　典昭 移転 現存
     (医       2) 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78808,1218,7 鷲田医院 〒740-0018 0827-24-1108医療法人社団育明会　鷲田　晢雄 平 8.10. 1胃   内   外  診療所
     岩国市麻里布町７丁目１５番１号常　勤:    1理事長　鷲田　晢雄 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78908,1224,5 いなだ泌尿器科クリニ〒740-0017 0827-21-1976稲田　進 稲田　進 平 9.10. 1ひ   皮   診療所
     ック 岩国市今津町１丁目１６番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79008,1225,2 医療法人社団　大谷整〒740-0018 0827-24-4970医療法人社団大谷整形大谷　武 平 9.11. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 岩国市麻里布町３丁目１番２５号常　勤:    1外科　理事長　大谷　 組織変更 現存
     (医       1)武 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79108,1228,6 医療法人　松原クリニ〒741-0072 0827-31-5566医療法人松原クリニッ松原　堅 平10.10. 1内   循   診療所
     ック循環器科・内科 岩国市平田５丁目４２番１７号 常　勤:    2ク　理事長　松原　堅 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79208,1229,4 山手内科外科医院 〒740-0022 0827-24-3322藤本　郁夫 藤本　郁夫 平11. 1. 1内   外   診療所
     岩国市山手町２丁目１８番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79308,1230,2 やましたクリニック 〒740-0032 0827-34-0303山下　博士 山下　博士 平11. 4. 1胃   内   こう診療所
     岩国市尾津町１丁目１２番２９号常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1他：消化器内視
     鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79408,1232,8 医療法人　さいとう皮〒740-0026 0827-23-4477医療法人さいとう皮膚齋藤　由希子 平11. 4. 1皮   診療所
     膚科 岩国市車町２丁目１２番４２号 常　勤:    1科　理事長　齋藤　由 組織変更 現存
     (医       1)希子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79508,1233,6 小林クリニック 〒740-0022 0827-23-5884小林　元壮 小林　元壮 平11.11. 1呼   内   外  診療所
     岩国市山手町１丁目１１番２３号常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79608,1234,4 医療法人森川胃腸科内〒740-0027 0827-23-7541医療法人森川胃腸科内森川　章彦 平11.10. 1内   胃   リハ診療所
     科 岩国市中津町１丁目２１番１０号常　勤:    1科　理事長　森川　章 組織変更 放   現存
     (医       1)彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79708,1235,1 中川医院 〒740-0027 0827-24-1515医療法人あろう会　理中川　仁 平11.10. 1内   小   胃  診療所
     岩国市中津町１丁目２４番３号 常　勤:    1事長　中川　仁 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79808,1236,9 医療法人都志見耳鼻科〒740-0018 0827-24-4133医療法人都志見耳鼻科都志見　格 平12. 6. 1耳い 診療所
     岩国市麻里布町６丁目９番１９号常　勤:    1　理事長　都志見　格 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79908,1238,5 はるなウィメンズクリ〒741-0072 0827-32-7007医療法人はるなウィメ春名　伸彦 平12.10. 1一般 診療所
     ニック 岩国市平田１丁目２８番２７号 常　勤:    2ンズクリニック　理事 組織変更     一般    19現存
     (医       2)長　春名　伸彦 平24.10. 1産   婦   外  
     胃   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80008,1239,3 医療法人睦み会高田耳〒740-0018 0827-24-1666医療法人睦み会高田耳高田　洋美 平12.10. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科クリニック 岩国市麻里布町２丁目７番１２号常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　高田　洋美 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80108,1240,1 医療法人ふじもと小児〒740-0043 0827-39-1105医療法人ふじもと小児藤本　誠 平12.10. 1小   診療所
     科 岩国市保津町２丁目４番５１号 常　勤:    1科　理事長　藤本　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80208,1241,9 医療法人横田胃腸科・〒740-0034 0827-32-1500医療法人横田胃腸科・横田　傳 平12.10. 1一般         6診療所
     外科・肛門科 岩国市南岩国町４丁目５７番１０常　勤:    1外科・肛門科　理事長 組織変更 胃   外   こう現存
     号 (医       1)　横田　傳 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80308,1242,7 医療法人やすおか皮フ〒740-0022 0827-29-1112医療法人やすおか皮フ安陵　成浩 平13. 1. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 岩国市山手町２丁目１８番１２号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　安陵　成浩 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80408,1243,5 栗栖眼科 〒741-0072 0827-34-5513栗栖　朗彦 栗栖　朗彦 平13. 6. 1眼   診療所
     岩国市平田１丁目２８番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
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  80508,1244,3 豊岳小児科医院 〒740-0022 0827-24-9255豊岳　正彦 豊岳　正彦 平13. 6. 1小   診療所
     岩国市山手町１丁目１６番３５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80608,1245,0 まるひさ眼科 〒740-0032 0827-34-5333丸久　修一 丸久　修一 平13. 8. 1眼   診療所
     岩国市尾津町２丁目１４番５９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80708,1246,8 小野内科 〒740-0016 0827-21-2703医療法人　小野内科　小野　良策 平13.12. 1内   消   診療所
     岩国市三笠町２丁目６番９号 常　勤:    1理事長　小野　良策 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80808,1247,6 新岩国外科内科医院 〒741-0083 0827-45-0200兼安　秀人 兼安　秀人 平14. 4. 1循   呼   消  診療所
     岩国市御庄１丁目１０５の３ 常　勤:    1 新規 内   放   外  現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80908,1248,4 牛野谷クリニック 〒741-0071 0827-35-1010森近　博司 森近　博司 平14. 4. 1消   外   こう診療所
     岩国市牛野谷町３丁目３９番１９常　勤:    1 新規 リハ 胃   内  現存
     号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81008,1249,2 ふくもと内科・循環器〒741-0083 0827-45-2020福本　雅和 福本　雅和 平14. 6. 1内   アレ 心内診療所
     科 岩国市御庄３丁目１０２の７ 常　勤:    2 新規 消   他   現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81108,1250,0 青空診療所 〒741-0072 0827-35-2020中原　千加子 中原　千加子 平14.11. 1精   心内 診療所
     岩国市平田６丁目２４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81208,1251,8 医療法人社団　西岡医〒740-0044 0827-38-2220医療法人社団西岡医院西岡　義幸 平14.12. 1内   胃   小  診療所
     院 岩国市通津３７１５の２ 常　勤:    1　理事長　西岡　義幸 移転 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81308,1252,6 医療法人　増田耳鼻咽〒740-0032 0827-31-8231医療法人　増田耳鼻咽増田　光家 平15. 6. 1耳い 診療所
     喉科 岩国市尾津町２丁目１９番１０号常　勤:    1喉科　理事長　増田　 組織変更 現存
     (医       1)光家 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81408,1253,4 みい眼科 〒740-0027 0827-30-3131三井　清次郎 三井　清次郎 平16. 3. 1眼   診療所
     岩国市中津町１丁目２０番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81508,1256,7 永安クリニック 〒740-0032 0827-31-7262医療法人　永安クリニ永安　治 平17. 9. 1内   消   放  診療所
     岩国市尾津町２丁目１４番５０号常　勤:    1ック　理事長　永安　 組織変更 外   現存
     (医       1)治 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81608,1257,5 医療法人社団　玖珂ク〒742-0336 0827-82-6611医療法人社団　玖珂ク木村　敏明 平18. 5. 1一般        19診療所
     リニック 岩国市玖珂町５１４４の２ 常　勤:    2リニック　理事長　木 組織変更 胃   外   整外現存
     (医       2)村　敏明 平30. 5. 1リハ 皮   ひ  
     放   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81708,1259,1 後藤皮膚科クリニック〒740-0017 0827-21-5510後藤　多佳子 後藤　多佳子 平19. 1. 1皮   アレ 美外診療所
     岩国市今津町３丁目１６番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81808,1260,9 近藤医院 〒740-1224 0827-95-0070医療法人社団近藤医院近藤　栄作 平19. 1. 1内   消   診療所
     岩国市美和町佐坂３７０の１ 常　勤:    1　理事長　近藤　栄作 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81908,1261,7 毛利小児科 〒740-0022 0827-23-6677医療法人社団毛利小児毛利　久夫 平19. 4. 1小   診療所
     岩国市山手町２丁目１８番８号 常　勤:    1科　理事長　毛利　久 組織変更 現存
     (医       1)夫 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82008,1265,8 まりふ内科・心療内科〒740-0018 0827-30-5011福戸　修三 福戸　修三 平24. 3. 1精   心内 内  診療所
     岩国市麻里布町２－２－１８ベル常　勤:    1 新規 現存
     デビル５Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82108,1266,6 まつうら内科 〒741-0062 0827-43-1248医療法人社団　松浦胃松浦　晃 平24. 4. 1内   他   診療所
     岩国市岩国４丁目７番２３号 常　勤:    1腸科　理事長　松浦　 移転 他：消化器内科現存
     (医       1)晃 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82208,1267,4 さとう眼科 〒740-0021 0827-30-3100医療法人　さとう眼科佐藤　俊介 平24. 9. 1眼   診療所
     岩国市室の木町５丁目１０－１１常　勤:    1　理事長　佐藤　俊介 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82308,1269,0 そだクリニック 〒740-0022 0827-21-0100祖田　由起子 祖田　由起子 平25. 7. 1整外 他   診療所
     岩国市山手町１丁目２－６　錦屋常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ・３Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82408,1271,6 いしいケア・クリニッ〒740-0018 0827-29-0114医療法人　新生会　理原田　唯成 平26. 3. 1内   心内 リハ診療所
     ク 岩国市麻里布町３丁目５－５ 常　勤:    3事長　寺園　久恵 移転 現存
     (医       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  82508,1272,4 医療法人岩見内科医院〒740-0012 0827-21-0077医療法人岩見内科医院大島　眞理 平26. 7. 1内   診療所
     岩国市元町二丁目１番１５号 常　勤:    1　理事長　大島　眞理 移転 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82608,1273,2 友田クリニック 〒740-0017 0827-21-0913友田　眞知子 友田　眞知子 平27. 1.31内   婦   診療所
     岩国市今津町１丁目１１－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82708,1274,0 にしみ内科クリニック〒741-0061 0827-44-2437横峰　和典 横峰　和典 平27.10. 1内   他   診療所
     岩国市錦見６丁目１４－３１ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平27.10. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82808,1275,7 まつい内科クリニック〒740-0022 0827-30-1200松井　芳夫 松井　芳夫 平28. 4. 1内   他   呼内診療所
     岩国市山手町１丁目２２－２５ 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82908,1276,5 やまもとハートクリニ〒741-0071 0827-31-8100山本　和彦 山本　和彦 平28. 6. 1内   循   診療所
     ック 岩国市牛野谷町二丁目２５番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83008,1277,3 医療法人清樹会たかも〒742-0417 0827-83-1110医療法人清樹会　理事岩本　剛 平29. 1. 1眼   診療所
     り眼科 岩国市周東町下久原１１４７番地常　勤:    1長　岩本　剛 移転 現存
     ７ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83108,1278,1 南岩国たにおか内科ク〒740-0034 0827-34-3300谷岡　大輔 谷岡　大輔 平29.10. 1内   他   診療所
     リニック 岩国市南岩国町一丁目１４－２４常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29.10. 1、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83208,1279,9 はせがわクリニック 〒740-0022 0827-21-1117長谷川　大爾 長谷川　大爾 平29.11. 1内   他   診療所
     岩国市山手町１丁目１０番７号 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83308,1280,7 じんこどもクリニック〒740-0034 0827-31-8111西村　仁 西村　仁 平30. 4. 1小   診療所
     岩国市南岩国町１丁目３０番９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83408,1281,5 つつい外科クリニック〒740-0724 0827-72-3020筒井　慶二郎 筒井　慶二郎 平30. 4. 1外   内   診療所
     岩国市錦町広瀬１０７４番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83509,1002,3 小野田赤十字病院 〒756-0889 0836-88-0221日本赤十字社　社長　清水　良一 昭32.10.31一般        40病院
     山陽小野田市大字小野田３７００常　勤:    5近衞　忠煇 新規 療養 現存
     (医       5) 平29.10.31    療養    80
     非常勤:   22 療養
     (医      22)     療養    12
     内   消   循  
     外   整外 こう
     リハ 神内 神  
     皮   眼   呼  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83609,1024,7 独立行政法人労働者健〒756-0095 0836-83-2881独立行政法人労働者健田口　敏彦 昭32. 7. 1一般       313地域支援
     康安全機構　山口労災山陽小野田市大字小野田１３１５常　勤:   50康安全機構　理事長　 新規 内   精   小  病院
     病院 の４ (医      50)有賀　徹 平29. 7. 1外   整外 脳外現存
     非常勤:   32 皮   ひ   産婦
     (医      32) 眼   耳い リハ
     放   麻   他  
     他：消化器内科
     　循環器内科　
     消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83709,1028,8 伊藤産科婦人科医院 〒756-0815 0836-83-4871伊藤　和雄 伊藤　和雄 昭45. 6. 1一般 診療所
     山陽小野田市高栄１丁目２番１３常　勤:    2 新規     一般     2現存
     号 (医       2) 平30. 6. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83809,1030,4 山陽小野田市民病院 〒756-0094 0836-83-2355山陽小野田市長　藤田山本　智久 昭32. 7. 1一般       215病院
     (16,3010,5) 山陽小野田市大字東高泊１８６３常　勤:   27　剛二 新規 内   外   小  現存
     番地１ (医      26) 平29. 7. 1整外 産婦 脳外
     (歯       1) 眼   耳い 皮  
     非常勤:   32 放   ひ   麻  
     (医      30) 神内 歯外 
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83909,1065,0 医療法人社団平成会　〒756-0813 0836-83-8185医療法人社団平成会　砂川　功 平元.10. 1小   診療所
     砂川小児科医院 山陽小野田市住吉本町１丁目３番常　勤:    1理事長　砂川　功 新規 現存
     ２４号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84009,1066,8 医療法人社団伊藤会　〒756-0814 0836-83-2009医療法人社団伊藤会　松本　昇 平元.11. 1内   小   診療所
     伊藤医院 山陽小野田市千代町１丁目１番１常　勤:    2理事長　伊藤　経亮 新規 現存
     号 (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84109,1068,4 医療生活協同組合健文〒756-0080 0836-84-2533医療生活協同組合健文廣田　勝弘 平 2. 4. 1内   胃   放  診療所
     (09,3033,2) 会　生協小野田診療所山陽小野田市くし山１丁目１７番常　勤:    3会　理事長　野田　浩 新規 歯   小歯 現存
     ２０号 (医       1)夫 平29. 4. 1
     (歯       2)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84209,1072,6 医療法人社団成医会　〒756-0088 0836-83-8011医療法人社団成医会　山田　覚 平 3. 1. 1内   循   診療所
     山田循環器科・内科 山陽小野田市大字東高泊２０５５常　勤:    1山田循環器科・内科　 新規 現存
     の５ (医       1)理事長　山田　覚 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84309,1074,2 しまもと耳鼻咽喉科 〒756-0824 0836-83-2270医療法人嶋本医院　理嶋本　昭 平 2. 5. 1耳い 診療所
     山陽小野田市中央３丁目６番１９常　勤:    1事長　嶋本　昭 新規 現存
     号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84409,1077,5 山陽小野田市急患診療〒756-0088 0836-84-3632山陽小野田市長　藤田西村　公一 平 5. 9. 1小   内   診療所
     所 山陽小野田市大字東高泊１９４７常　勤:    1　剛二 新規 現存
     の１ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84509,1078,3 医療法人社団　村重医〒756-0836 0836-83-3706医療法人社団村重医院村重　武次 平 5. 9. 1内   神内 リハ診療所
     院 山陽小野田市須恵１丁目１２番１常　勤:    2　理事長　村重　武次 新規 放   現存
     ０号 (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84609,1079,1 医療法人社団　中村内〒756-0091 0836-84-3131医療法人社団中村内科中村　克衛 平 6. 1. 1内   胃   循  診療所
     科胃腸科医院 山陽小野田市日の出４丁目５番６常　勤:    2胃腸科医院　理事長　 新規 外   放   現存
     号 (医       2)中村　克衛 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84709,1080,9 医療法人　吉中内科医〒756-0813 0836-84-5177医療法人吉中内科医院吉中　博志 平 7. 1. 1内   呼   胃  診療所
     院 山陽小野田市住吉本町１丁目３番常　勤:    1　理事長　吉中　博志 新規 循   現存
     １７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84809,1085,8 医療法人社団西村内科〒756-0057 0836-84-6080医療法人社団西村内科西村　公一 平 9. 2. 1内   小   胃  診療所
     医院 山陽小野田市大字西高泊５８６の常　勤:    1医院　理事長　西村　 組織変更 呼   放   循  現存
     １ (医       1)公一 平30. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84909,1087,4 医療法人社団　おもて〒756-0091 0836-84-7000医療法人社団おもて整表　寛治郎 平 9.10. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 山陽小野田市日の出４丁目５番８常　勤:    1形外科　理事長　表　 組織変更 現存
     号 (医       1)寛治郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85009,1091,6 医療法人社団光栄会　〒756-0815 0836-81-0188医療法人社団光栄会　前田　昌則 平10. 5. 1内   精   神内診療所
     小野田ライフケアクリ山陽小野田市高栄１丁目２番１０常　勤:    1理事長　前田　昌則 新規 呼   循   小  現存
     ニック 号 (医       1) 平28. 5. 1リハ 放   心内
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85109,1096,5 医療法人社団長明会　〒756-0824 0836-83-3000医療法人社団長明会長長澤　和明 平10.10. 1療養        60病院
     長沢病院 山陽小野田市中央１丁目５番２６常　勤:    3沢病院　理事長　長澤 組織変更 内   胃   外  現存
     号 (医       3)　英明 平28.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85209,1097,3 医療法人社団　はりま〒756-0817 0836-83-2425医療法人社団はりま内播磨　一雄 平10.12. 1内   胃   放  診療所
     内科・胃腸科 山陽小野田市大字小野田７０３６常　勤:    1科・胃腸科　理事長　 組織変更 現存
     の１ (医       1)播磨　一雄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85309,1099,9 医療法人健仁会　しお〒756-0091 0836-83-1331医療法人健仁会　理事川端　章弘 平11. 9. 1内   外   循  診療所
     ん内科外科クリニック山陽小野田市日の出３丁目７番２常　勤:    1長　村上　紘一 組織変更 放   消   呼  現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85409,1100,5 医療法人社団いとう眼〒756-0091 0836-81-1166医療法人社団いとう眼伊藤　忍 平11. 9. 1眼   診療所
     科クリニック 山陽小野田市日の出２丁目９番２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２号 (医       1)　伊藤　忍 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85509,1101,3 医療法人社団はたもと〒756-0091 0836-83-5114医療法人社団はたもと畑本　章 平12. 1. 1神内 心内 精  診療所
     クリニック 山陽小野田市日の出３丁目１０番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   現存
     １号 (医       1)畑本　章 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85609,1102,1 小野田心和園 〒756-0823 0836-83-3701医療法人心和会　理事御馬舎　宏道 平12. 7. 1精神       164病院
     山陽小野田市大字丸河内９５９の常　勤:    4長　御馬舎　宏道 組織変更 精   神   現存
     ２ (医       4) 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85709,1103,9 医療法人社団稲本内科〒756-0080 0836-81-1128医療法人社団稲本内科稲本　善人 平12. 9. 1内   消   放  診療所
     医院 山陽小野田市くし山２丁目１番１常　勤:    1医院　理事長　稲本　 組織変更 リハ 現存
     ０号 (医       1)善人 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85809,1104,7 耳鼻咽喉科タハラクリ〒756-0088 0836-81-1133医療法人江仁会　理事田原　康彦 平12.10. 1耳い アレ 診療所
     ニック 山陽小野田市大字東高泊１２７５常　勤:    1長　田原　康彦 組織変更 現存
     の６ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85909,1105,4 医療法人社団医聖会井〒756-0092 0836-81-1213医療法人社団医聖会井井上　信一 平13. 1. 1脳外 外   神内診療所
     上医院 山陽小野田市新生２丁目４番２号常　勤:    1上医院　理事長　井上 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)　信一 平25. 1. 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成   103 頁

  86009,1106,2 医療法人社団新生皮ふ〒756-0092 0836-84-5033医療法人社団新生皮ふ今村　隆志 平13. 1. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 山陽小野田市新生２丁目４番３号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　今村　隆志 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86109,1107,0 医療法人社団　輝斉会〒756-0841 0836-88-0137医療法人社団　輝斉会森田　純一 平13.10. 1療養 病院
     　森田病院 山陽小野田市赤崎２丁目１０番１常　勤:    3　理事長　森田　純一 組織変更     療養    36療養病床
     号 (医       2) 平25.10. 1内   胃   循  現存
     (薬       1) 小   外   整外
     非常勤:    4 こう リハ 放  
     (医       4) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86209,1108,8 医療法人　健生会　い〒756-0836 0836-81-1158医療法人社団　健生会井上　昌光 平13.10. 1内   リハ 診療所
     のうえ内科医院 山陽小野田市須恵１丁目４番１０常　勤:    1　理事長　井上　昌光 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86309,1110,4 早川内科医院 〒756-0817 0836-88-0008医療法人社団　早川内早川　幹夫 平14. 9. 1内   放   他  診療所
     山陽小野田市大字小野田３９６６常　勤:    1科医院　理事長　早川 組織変更 現存
     の３ (医       1)　幹夫 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86409,1111,2 瀬戸病院 〒756-0811 0836-83-2292医療法人社団　信愛会瀬戸　信夫 平14.10. 1療養 病院
     山陽小野田市稲荷町１１番２０号常　勤:    2　理事長　瀬戸　信夫 組織変更     療養    32現存
     (医       2) 平26.10. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86509,1113,8 医療法人社団　松岡整〒756-0833 0836-81-3818医療法人社団　松岡整松岡　彰 平15. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 山陽小野田市北竜王町１６番１７常　勤:    1形外科　理事長　松島 組織変更 現存
     号 (医       1)　年宏 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86609,1114,6 医療法人社団　長谷川〒756-0806 0836-83-3476医療法人社団　長谷川長谷川　靖 平16. 1. 1眼   診療所
     眼科 山陽小野田市中川４丁目４番１号常　勤:    1眼科　理事長　長谷川 移転 現存
     (医       1)　靖 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86709,1116,1 わたなべ泌尿器科 〒756-0806 0836-81-4777渡邊　悦也 渡邊　悦也 平16.11. 1ひ   診療所
     山陽小野田市中川４丁目６番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86810,1001,3 光市立光総合病院 〒743-0022 0833-72-1000光市長　市川　熙 桑田　憲幸 昭32. 7. 1一般       210病院
     光市虹ケ浜２丁目１０番１号 常　勤:   17 新規 内   小   外  現存
     (医      17) 平29. 7. 1整外 ひ   婦  
     非常勤:   19 眼   耳い 皮  
     (医      19) リハ 脳外 麻  
     神   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86910,1009,6 大田病院 〒743-0063 0833-77-0621医療法人愛命会　理事吉田　延 昭32.10. 4精神 病院
     光市島田５丁目３番１号 常　勤:    6長　吉田　延 新規     精神    96現存
     (医       6) 平29.10. 4精神
     非常勤:    4     精神   108
     (医       4) 精   神   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87010,1011,2 医療法人至誠会　梅田〒743-0022 0833-71-0084医療法人至誠会　理事梅田　馨 昭32.10. 4一般 病院
     病院 光市虹ケ浜３丁目６番１号 常　勤:    6長　梅田　馨 新規     一般    34現存
     (医       6) 平29.10. 4小   産   婦  
     非常勤:    3 麻   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87110,1027,8 近藤整形外科 〒743-0007 0833-78-0128近藤　龍一 近藤　龍一 昭48. 9. 1整外 皮   リハ診療所
     光市室積１丁目７番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87210,1032,8 新日鐵住金株式会社　〒743-0063 0833-71-5020新日鐵住金株式会社大田﨑　祐一郎 昭32. 7. 1内   精   診療所
     大分製鐵所　光診療所光市大字島田３４３４ 常　勤:    1分製鐵所　開設者代理 新規 現存
     (医       1)人　光鋼管部長　金森 平29. 7. 1
     非常勤:    8　美樹男
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87310,1034,4 医療法人社団陽光会　〒743-0063 0833-72-0676医療法人社団陽光会　丸岩　昌文 昭39. 3. 9一般 病院
     光中央病院 光市島田２丁目２２番１６号 常　勤:    6理事長　丸岩　昌文 新規     一般    40療養病床
     (医       6) 平30. 3. 9療養 現存
     非常勤:   20     療養    58
     (医      20) 内   呼   消  
     外   整外 脳外
     リハ 放   麻  
     こう アレ 他  
     他：小児整形外
     科、乳腺外科、
     内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87410,1046,8 医療法人　社団　光仁〒743-0013 0833-72-5700医療法人　社団　光仁市川　晃 昭62. 4. 1一般         1診療所
     会　市川医院 光市中央３丁目２番２６号 常　勤:    2会　理事長　市川　晃 新規 療養         6療養病床
     (医       2) 平29. 4. 1療養        12現存
     非常勤:    1 内   胃   他  
     (医       1) 外   リハ 
     他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87510,1047,6 医療法人誠医会　光内〒743-0021 0833-72-0010医療法人誠医会光内科高橋　建次 昭62.11. 1内   消   循  診療所
     科消化器科 光市浅江２丁目１２番３号 常　勤:    2消化器科　理事長　高 新規 呼   放   現存
     (医       2)橋　建次 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87610,1048,4 兼清外科 〒743-0021 0833-71-0800兼清　照久 兼清　照久 昭63. 8. 1一般 診療所
     光市浅江３丁目１番２５号 常　勤:    1 新規     一般    14現存
     (医       1) 平24. 8. 1療養
         療養     4
     内   循   外  
     整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87710,1049,2 佃医院 〒743-0031 0833-71-0816佃　邦夫 佃　邦夫 昭63. 9. 1内   小   外  診療所
     光市虹ヶ丘１丁目１３番１０号 常　勤:    1 新規 リハ 麻   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87810,1050,0 耳鼻咽喉科前田医院 〒743-0063 0833-71-0271医療法人創医会　理事前田　昇一 平元. 6. 1耳い 診療所
     光市島田２丁目１８番３号 常　勤:    3長　前田　一彦 新規 現存
     (医       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87910,1051,8 医療法人　守友医院 〒743-0021 0833-71-2010医療法人守友医院　理守友　康則 平元. 8. 1内   他   診療所
     光市浅江１丁目１７番２０号 常　勤:    1事長　守友　康則 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88010,1052,6 藤原皮膚科医院 〒743-0021 0833-72-7500医療法人社団昌恵会藤藤原　邦彦 平元. 8. 1皮   診療所
     光市浅江２丁目５番１号 常　勤:    1原皮膚科医院　理事長 新規 現存
     (医       1)　藤原　邦彦 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88110,1053,4 松村医院 〒743-0007 0833-79-2222松村　壽太郎 松村　壽太郎 平 4. 5. 1内   胃   外  診療所
     光市室積２丁目１４番１４号 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88210,1058,3 光武医院 〒743-0061 0833-77-3800医療法人光和会　理事光武　達夫 平 5. 1. 1胃   外   皮  診療所
     光市大字小周防１６３３の１ 常　勤:    1長　光武　達夫 新規 リハ 放   麻  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  88310,1059,1 耳鼻咽喉科しみず医院〒743-0021 0833-71-4187清水　敏昭 清水　敏昭 平 5. 8. 1耳い 診療所
     光市浅江３丁目９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88410,1062,5 医療法人　クリニック〒743-0021 0833-72-1010医療法人クリニック高高橋　秀兒 平 6. 4. 1眼   診療所
     高橋眼科 光市浅江３丁目１７番１－１０１常　勤:    1橋眼科　理事長　高橋 新規 現存
     号 (医       1)　秀兒 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88510,1063,3 河内山医院 〒743-0021 0833-71-1040医療法人河内山医院　河内山　敬二 平 6. 7. 1内   小   麻  診療所
     光市大字浅江１３４０の１ 常　勤:    2理事長　河内山　敬二 新規 現存
     (医       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88610,1064,1 ひかり皮フ科クリニッ〒743-0046 0833-74-1112医療法人愛光会　理事村田　雅子 平 9. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     ク 光市木園１丁目８番３号 常　勤:    1長　村田　雅子 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88710,1066,6 医療法人やよい河村循〒743-0052 0833-77-0606医療法人やよい　理事河村　康明 平12. 4. 1一般 診療所
     環器神経内科 光市三井６丁目１８番１号 常　勤:    1長　河村　康明 組織変更     一般     1療養病床
     (医       1) 平30. 4. 1療養         8現存
     非常勤:    1 療養        10
     (医       1) 内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88810,1067,4 医療法人社団平岡医院〒743-0009 0833-79-1500医療法人社団平岡医院平岡　博 平12. 5. 1外   内   胃  診療所
     光市室積松原４番７号 常　勤:    2　理事長　平岡　博 組織変更 リハ 麻   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88910,1070,8 光市休日診療所 〒743-0011 0833-74-1399光市長　市川　熙 竹中　博昭 平13. 4. 1内   外   診療所
     光市光井２丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89010,1071,6 広田医院 〒743-0013 0833-71-0225廣田　修 廣田　修 平13. 7.17小   内   皮  診療所
     光市中央２丁目１５番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89110,1074,0 ふなつ眼科　光分院 〒743-0046 0833-74-1288医療法人　彦星会　理植村　美穂子 平15.12. 1眼   診療所
     光市木園１丁目５番２２号 常　勤:    1事長　舩津　浩彦 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89210,1075,7 光市牛島診療所 〒743-0003 0833-79-3197光市長　市川　熙 竹中　智昭 平16. 4. 1内   診療所
     光市大字牛島７６２の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89310,1076,5 やまて小児科・アレル〒743-0021 0833-72-5041山手　智夫 山手　智夫 平16.10. 1小   アレ 他  診療所
     ギー科 光市浅江１丁目１０番１２号 常　勤:    1 新規 他：漢方小児科現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89410,1079,9 五嶋内科クリニック 〒743-0046 0833-72-0800五嶋　武 五嶋　武 平17. 7. 1内   消   放  診療所
     光市木園１丁目５番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89510,1082,3 医療法人社団滴翠会　〒743-0063 0833-74-2960医療法人社団滴翠会　多田　良和 平19. 1. 1内   外   循  診療所
     多田クリニック 光市島田１丁目１番２１号 常　勤:    1理事長　多田　良和 組織変更 小   消   リハ現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89610,1083,1 あきよし心療内科クリ〒743-0022 0833-74-1177医療法人和音会　理事秋吉　宏規 平19. 4. 1心内 内   精  診療所
     ニック 光市虹ケ浜３丁目１６番３０号　常　勤:    1長　秋吉　宏規 組織変更 現存
     ランドマーク虹ヶ浜１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89710,1084,9 虹ケ浜皮フ科クリニッ〒743-0021 0833-72-2720藤山　純一 藤山　純一 平19. 8. 1皮   アレ 診療所
     ク 光市浅江３丁目１７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89810,1085,6 たけなか医院 〒743-0008 0833-78-0074竹中　博昭 竹中　博昭 平20. 1. 1内   循   消  診療所
     光市室積中央町５番５号 常　勤:    1 新規 小   外   リハ現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89910,1088,0 田村医院 〒743-0072 0833-79-1231田村　勝司 田村　勝司 平20. 7. 1内   小   他  診療所
     光市室積大町２２番２０号 常　勤:    2 移転 循環器内科 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90010,1089,8 医療法人三生会　みち〒743-0023 0833-72-3332医療法人三生会　理事上田　一博 平21. 3. 1一般 病院
     がみ病院 光市光ケ丘２番５号 常　勤:    3長　道上　永江 新規     一般    30現存
     (医       3) 平27. 3. 1産   婦   小  
     非常勤:    3 内   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90110,1092,2 医療法人社団　いのう〒743-0063 0833-74-2211医療法人社団　いのう井上　祐介 平25. 4. 1内   診療所
     え内科クリニック 光市島田６丁目１３－２６ 常　勤:    1え内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　井上　祐介 平25. 4. 1
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  90210,1093,0 松島こどもクリニック〒743-0011 0833-74-2552医療法人松島こどもク松島　寛 平25.12. 1小   アレ 診療所
     光市光井３丁目７番３０号 常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     (医       1)島　寛 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90310,1094,8 吉村医院 〒743-0063 0833-71-0111吉村　将之 吉村　将之 平26. 5.12内   他   診療所
     光市島田二丁目４－３３ 常　勤:    1 移転 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90411,1001,1 山口県厚生農業協同組〒759-4101 0837-22-2220山口県厚生農業協同組永冨　裕二 昭59.11. 8一般 病院
     合連合会　長門総合病長門市東深川８５ 常　勤:   25合連合会　代表理事理 新規     一般   210現存
     院 (医      25)事長　花本　敏夫 平29.11. 8療養
     非常勤:   50     療養    91
     (医      50) 一般（感染）
         感染     8
     内   神内 小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90511,1006,0 持山外科整形外科医院〒759-4101 0837-22-1555持山　泰三 持山　泰三 昭49. 6. 1一般        19診療所
     長門市東深川９８３の３ 常　勤:    1 新規 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平28. 6. 1循   外   整外
     皮   こう リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90611,1028,4 医療法人生山会　斎木〒759-4101 0837-26-1211医療法人生山会　理事齋木　泰彦 昭56. 1.10一般 病院
     病院 長門市東深川１３４ 常　勤:    4長　齋木　貞彦     一般    46現存
     (医       4) 平29. 1.10療養
     非常勤:   11     療養    44
     (医      11) 内   外   整外
     脳外 ひ   婦  
     他   
     他：消化器内科
     　血液内科　糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90711,1031,8 医療法人生山会　俵山〒759-4211 0837-29-0101医療法人生山会　理事吉村　康 昭55. 4. 1療養        60病院
     病院 長門市俵山４９１２の１ 常　勤:    1長　齋木　貞彦 新規 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 4. 1脳外 リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90811,1037,5 医療法人社団成蹊会　〒759-4101 0837-23-0033医療法人社団成蹊会　村田　高茂 昭59. 1. 1一般 病院
     岡田病院 長門市東深川８８８ 常　勤:    5理事長　村田　高茂 新規     一般   100現存
     (医       5) 平29. 1. 1療養
     非常勤:   28     療養    48
     (医      28) 外   整外 脳外
     消   こう リハ
     内   循   放  
     ひ   神内 麻  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90911,1040,9 岡田クリニック 〒759-4101 0837-22-2717梶山　純子 梶山　純子 昭61. 6.30内   小   循  診療所
     長門市東深川１８５８の１ 常　勤:    2 新規 呼   現存
     (医       2) 平28. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91011,1042,5 医療法人昌成会　國司〒759-4101 0837-22-2749医療法人昌成会國司眼國司　幸生 平元. 5. 1一般         2診療所
     眼科医院 長門市東深川８９０の４２ 常　勤:    1科医院　理事長　國司 新規 眼   現存
     (医       1)　幸生 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91111,1043,3 医療法人俵道会　吉村〒759-4101 0837-22-3322医療法人俵道会吉村内吉村　晃 平元.11. 1内   他   呼内診療所
     内科 長門市東深川１９５３の１ 常　勤:    1科　理事長　吉村　晃 新規 他：循環器内科療養病床
     (医       1) 平28.11. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91211,1045,8 宮尾医院 〒759-4106 0837-26-0559宮尾　雅之 宮尾　雅之 平 5. 9.28内   他   診療所
     長門市仙崎１９６１の１１ 常　勤:    1 新規 他：呼吸器内科現存
     (医       1) 平29. 9.28、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91311,1046,6 医療法人社団弘徳会　〒759-4103 0837-22-0826医療法人社団弘徳会斉齊藤　弘 平 7. 1. 1一般        19診療所
     斉藤医院 長門市深川湯本１４２の１ 常　勤:    1藤医院　理事長　齊藤 新規 内   外   整外現存
     (医       1)　弘 平28. 1. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91411,1047,4 医療法人　天野内科胃〒759-4101 0837-22-2210医療法人天野内科胃腸天野　秀雄 平 7. 4. 1内   胃   放  診療所
     腸科医院 長門市東深川２０１０の１ 常　勤:    1科医院　理事長　天野 新規 現存
     (医       1)　秀雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91511,1050,8 しみず循環器科内科医〒759-4101 0837-22-2205清水　達朗 清水　達朗 平10.11. 1循   内   呼  診療所
     院 長門市東深川１３８５の１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91611,1051,6 医療法人社団成蹊会　〒759-4107 0837-28-0867医療法人社団成蹊会　岡田　一貴 平15. 4. 1内   外   整外診療所
     岡田病院通診療所 長門市通３２９の６ 常　勤:    1理事長　村田　高茂 移転 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91711,1052,4 医療法人生山会　通診〒759-4107 0837-28-0603医療法人生山会　理事齋木　貞彦 平15. 4. 1内   外   診療所
     療所 長門市通３２９の６ 常　勤:    2長　齋木　貞彦 移転 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91811,1053,2 半田内科クリニック 〒759-4101 0837-23-3030半田　哲朗 半田　哲朗 平15. 6. 1内   消   放  診療所
     長門市東深川８３７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91911,1055,7 友近内科循環器科医院〒759-4503 0837-32-1180医療法人洋明会　理事友近　康明 平17.11. 1内   循   放  診療所
     長門市油谷新別名９９９の１０ 常　勤:    1長　友近　康明 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92011,1056,5 医療法人杏祐会　長門〒759-4101 0837-22-2440医療法人杏祐会　三隅斎木　良彦 平19.11. 1内   整外 リハ診療所
     診療所 長門市東深川１８９７の１ 常　勤:    1病院　理事長　斎木　 移転 他   現存
     (医       1)良彦 平25.11. 1循環器内科・消
     非常勤:    3 化器内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92111,1057,3 桑原医院 〒759-3803 0837-43-0010桑原　宏太朗 桑原　宏太朗 平20. 1. 1内   診療所
     長門市三隅下１３６７の５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92211,1058,1 うちだ眼科 〒759-4101 0837-22-4141内田　哲也 内田　哲也 平21. 5. 1眼   診療所
     長門市東深川６２の４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92311,1060,7 木村クリニック 〒759-4503 0837-32-0008木村　純子 木村　純子 平22.10.11一般 診療所
     長門市油谷新別名９５３の２ 常　勤:    1 交代     一般    14療養病床
     (医       1) 平28.10.11眼   内   外  現存
     非常勤:    1 整外 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92411,1061,5 綿貫耳鼻咽喉科 〒759-4101 0837-23-4133医療法人　綿貫耳鼻咽綿貫　浩一 平24. 1. 1耳い 診療所
     長門市東深川９２４番地１１ 常　勤:    1喉科　理事長　綿貫　 組織変更 現存
     (医       1)浩一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92511,1062,3 長門市応急診療所 〒759-4106 0837-27-0199長門市長　大西　倉雄友近　康明 平25.10. 1内   小   診療所
     長門市仙崎１９８番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92612,1002,7 山口県厚生農業協同組〒742-0032 0820-22-3456山口県厚生農業協同組馬場　良和 昭32.10. 4一般 地域支援
     (12,3046,8) 合連合会　周東総合病柳井市古開作１０００番地１ 常　勤:   42合連合会　代表理事理 新規     一般   328病院
     院 (医      41)事長　花本　敏夫 平29. 5. 1一般 現存
     (歯       1)     一般    32
     非常勤:   39 内   精   神内
     (医      38) 小   外   心外
     (歯       1) 整外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 麻  
     放   歯外 他  
     他：消化器内科
     、循環器内科、
     血液内科、乳腺
     外科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92712,1007,6 柳井市立平郡診療所西〒742-0041 0820-47-2311柳井市長　井原　健太三好　康介 昭32. 7. 1内   診療所
     出張診療所 柳井市平郡４６９４ 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92812,1026,6 柳井市立平郡診療所 〒742-0041 0820-47-2032柳井市長　井原　健太三好　康介 昭49. 3. 1内   診療所
     柳井市平郡１８４３ 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92912,1033,2 医療法人恵愛会　柳井〒742-0021 0820-22-1002医療法人恵愛会　理事中岡　清人 昭33. 7. 9精神       178病院
     病院 柳井市柳井１９１０番地１ 常　勤:    5長　中岡　清人 新規 精神 現存
     (医       5) 平30. 7. 9    精神    60
     非常勤:   15 精神
     (医      15)     精神    60
     精   神   内  
     他   
     他：小児神経発
     達外来
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93012,1050,6 小泉医院 〒742-0035 0820-22-0249小泉　和夫 小泉　和夫 昭41. 4.20外   整外 皮  診療所
     柳井市中央２丁目２番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93112,1058,9 桑原整形外科 〒742-0031 0820-23-2277桑原　浩一 桑原　浩一 昭54.11. 1整外 リハ 診療所
     柳井市南町６丁目１０番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93212,1062,1 柊診療所 〒742-0021 0820-23-5400嵜山　浩子 嵜山　浩子 昭62. 9. 1内   診療所
     柳井市柳井４７０９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93312,1064,7 坂本病院 〒742-0034 0820-23-6800医療法人松栄会　理事坂本　達哉 平11. 2. 1療養 病院
     柳井市余田３６２６番地２ 常　勤:    2長　坂本　達哉 移転     療養   100療養病床
     (医       2) 平29. 2. 1内   呼   胃  現存
     非常勤:    8 循   小   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93412,1066,2 医療法人長寿会　河谷〒742-0035 0820-22-0347医療法人長寿会　理事河谷　清実 平元.11. 1内   呼内 診療所
     内科医院 柳井市中央１丁目４番１７号 常　勤:    1長　河谷　清実 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93512,1067,0 政井医院 〒742-0021 0820-22-1068前濱　修爾 前濱　修爾 平 2. 7. 1内   皮   診療所
     柳井市柳井５０３３番地２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93612,1068,8 河内山医院 〒742-0035 0820-22-0023河内山　政彦 河内山　政彦 平 2. 9. 1内   他   診療所
     柳井市中央２丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93712,1069,6 医療法人　柳井皮フ科〒742-0033 0820-22-7714医療法人柳井皮フ科　石川　千鶴子 平 2. 9. 1皮   診療所
     柳井市新庄２１番地５８ 常　勤:    1理事長　石川　千鶴子 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93812,1073,8 藤本眼科 〒742-0031 0820-23-8777藤本　伸一 藤本　伸一 平 4. 4. 1一般        15診療所
     柳井市南町７丁目７番７号 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93912,1074,6 弘田脳神経外科 〒742-0032 0820-23-7119弘田　直樹 弘田　直樹 平 4. 6. 1一般        17診療所
     柳井市古開作５７５番地７ 常　勤:    1 新規 外   脳外 リハ現存
     (医       1) 平28. 6. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94012,1076,1 南町内科循環器科 〒742-0031 0820-23-5757医療法人南町内科循環村岡　貴 平 6. 1. 1内   循   診療所
     柳井市南町６丁目５番１号 常　勤:    1器科　理事長　村岡　 新規 現存
     (医       1)貴 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94112,1077,9 神出内科医院 〒742-0035 0820-22-1921医療法人博正会　理事神出　毅一郎 平 9. 5. 1内   診療所
     柳井市中央１丁目１０番１７号 常　勤:    1長　神出　毅一郎 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94212,1080,3 キャプテンキッズクリ〒742-0031 0820-23-3336近藤　穗積 近藤　穗積 平10.11. 1小   診療所
     ニック 柳井市南町７丁目１１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94312,1082,9 坂本医院 〒742-0010 0820-22-1059医療法人松栄会　理事印鑰　恭輔 平11. 4. 5内   呼   胃  診療所
     柳井市新市南１番２０号 常　勤:    1長　坂本　達哉 移転 循   小   現存
     (医       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94412,1083,7 野田整形外科クリニッ〒742-0005 0820-23-2345野田　基博 野田　基博 平11.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 柳井市天神１７番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94512,1086,0 こうだクリニック 〒742-0024 0820-24-3000医療法人明和会　理事幸田　憲明 平13. 1. 1一般 診療所
     柳井市ニュータウン南町２４ 常　勤:    1長　幸田　憲明 組織変更     一般     1現存
     (医       1) 平25. 1. 1ひ   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94612,1087,8 たじり皮フ科医院 〒742-0035 0820-23-1180田尻　雅夫 田尻　雅夫 平13. 9. 1皮   診療所
     柳井市中央２丁目１９番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94712,1089,4 志熊眼科 〒742-0035 0820-22-0148志熊　徹也 志熊　徹也 平14. 8. 1一般 診療所
     柳井市中央３丁目１３番１０号 常　勤:    1 交代     一般     5現存
     (医       1) 平26. 8. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94812,1091,0 優クリニック 〒742-0035 0820-22-0317医療法人　優クリニッ阿部　博昭 平15. 9. 1産   婦   他  診療所
     柳井市中央１丁目８番８号 常　勤:    1ク　理事長　阿部　博 組織変更 他：女性内科 現存
     (医       1)昭 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94912,1093,6 吉田クリニック 〒742-0031 0820-24-1212吉田　一典 吉田　一典 平17. 1. 1内   胃   外  診療所
     柳井市南町１丁目１１番５号 常　勤:    2 新規 こう リハ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95012,1094,4 まつばら内科・胃腸科〒742-0031 0820-24-0311医療法人　まつばら内松原　良尚 平17. 4. 1内   他   診療所
     柳井市南町７丁目２番３号 常　勤:    1科・胃腸科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松原　良尚 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95112,1096,9 最所クリニック 〒749-0102 0820-45-2252医療法人　最所クリニ最所　賢一郎 平18. 3. 1内   診療所
     柳井市大畠９０９の７ 常　勤:    1ック　理事長　最所　 移転 現存
     (医       1)賢一郎 平30. 3. 1
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  95212,1098,5 ウェルネスクリニック〒742-0021 0820-22-1024大久保　正士 大久保　正士 平18. 7. 1内   診療所
     柳井市大字柳井１５４７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95312,1099,3 おりたクリニック 〒742-0035 0820-22-3322医療法人おりたクリニ織田　哲至 平18.12. 1脳外 神内 心内診療所
     柳井市中央１丁目８番１５号 常　勤:    1ック　理事長　織田　 組織変更 現存
     (医       1)哲至 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95412,1100,9 吉浦耳鼻咽喉科医院 〒742-0035 0820-22-2269吉浦　宏治 吉浦　宏治 平18.12. 1耳い 診療所
     柳井市中央１丁目９番１５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95512,1101,7 休日夜間応急診療所 〒742-0035 0820-22-9001柳井市長　井原　健太前濱　修爾 平19.12. 1内   外   小  診療所
     柳井市中央１丁目５番３号 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:   54
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95612,1103,3 増本クリニック 〒742-0005 0820-23-3121増本　茂樹 増本　茂樹 平20. 6. 1精   内   心内診療所
     柳井市天神１８番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95712,1104,1 うつみ内科クリニック〒742-0031 0820-24-0100医療法人緑鳥会　理事内海　敏雄 平22. 9. 1内   他   診療所
     柳井市南町４丁目２番１４号 常　勤:    1長　内海　敏雄 組織変更 他：呼吸器内科現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95812,1105,8 浜田内科循環器科 〒742-0033 0820-23-1137濵田　敬史 濵田　敬史 平23. 1. 1内   他   診療所
     柳井市新庄１５２９の１ 常　勤:    1 移転 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95912,1106,6 松井クリニック 〒742-0023 0820-24-5311医療法人社団薫真会　松井　則親 平23. 3. 1一般        12診療所
     柳井市南浜１丁目８番３号 常　勤:    1理事長　松井　則親 組織変更 外   他   内  現存
     (医       1) 平29. 3. 1リハ 麻   
     他：消化器外科
     、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96012,1107,4 松田医院耳鼻咽喉科 〒742-0021 0820-24-3387松田　嘉子 松田　嘉子 平28. 6. 1耳い 診療所
     柳井市柳井古市３７１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96112,1108,2 小林内科クリニック 〒742-0007 0820-23-5588小林　知樹 小林　知樹 平29. 1.28内   他   リハ診療所
     柳井市東土手１４番１０号 常　勤:    1 交代 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 1.28、肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96213,1038,9 医療法人社団恵水会　〒759-2212 0837-52-1516医療法人社団恵水会　山本　一誠 平元. 8. 1内   小   整外診療所
     山本医院 美祢市大嶺町東分３３６７の１ 常　勤:    1山本医院　理事長　山 新規 現存
     (医       1)本　一誠 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96313,1039,7 美祢市立病院 〒759-2212 0837-52-1700美祢市長　西岡　晃 松永　登喜雄 平 2. 4. 1一般        93病院
     美祢市大嶺町東分１３１３の１ 常　勤:    6 新規 療養        49現存
     (医       6) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   32 眼   耳い 脳外
     (医      32) 放   小   ひ  
     皮   精   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96413,1040,5 白井クリニック 〒759-2302 0837-56-1122白井　文夫 白井　文夫 平13.12. 1内   診療所
     美祢市於福町下２７３５の８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96513,1043,9 医療法人社団野間クリ〒759-2212 0837-54-0510医療法人社団野間クリ野間　史仁 平11. 9. 1内   小   外  診療所
     ニック 美祢市大嶺町東分４４７の２ 常　勤:    1ニック　理事長　野間 移転 他   現存
     (医       1)　史仁 平29. 9. 1他：漢方内科、
     漢方小児科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96613,1047,0 藤村内科クリニック 〒759-2212 0837-54-1420医療法人社団寛仁会　藤村　寛 平12. 9. 1内   呼   消  診療所
     美祢市大嶺町東分２９０の１ 常　勤:    1理事長　藤村　寛 組織変更 循   リハ 放  現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96713,1048,8 ともの園クリニック 〒759-2302 0837-56-5000社会福祉法人　同朋福鬼村　洋太郎 平13.11. 1内   呼   消  診療所
     美祢市於福町下３３６０ 常　勤:    1祉会　理事長　河内　 新規 循   小   精  現存
     (医       1)美舟 平25.11. 1心内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96813,1051,2 医療法人社団　札場ク〒759-2212 0837-52-2847医療法人社団　札場ク札場　博義 平14.10. 1脳外 神内 内  診療所
     リニック 美祢市大嶺町東分３４６０の２ 常　勤:    1リニック　理事長　札 組織変更 リハ 現存
     (医       1)場　博義 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96913,1052,0 医療法人　原田外科医〒759-2212 0837-52-0756医療法人　原田外科医原田　菊夫 平15. 2. 1外   内   こう診療所
     院 美祢市大嶺町東分３２２の１ 常　勤:    1院　理事長　原田　菊 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)夫 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  97013,1053,8 三澤医院 〒759-2151 0837-58-0011横山　幸代 横山　幸代 平17. 7. 9小   内   診療所
     美祢市西厚保町本郷４１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97113,1054,6 中元医院 〒759-2222 0837-53-0323中元　起力 中元　起力 平22.10.18内   小   麻  診療所
     美祢市伊佐町伊佐４８４７の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97213,1055,3 医療法人ＥＭＳ　植田〒759-2212 0837-52-9237医療法人ＥＭＳ　理事植田　茂 平27.12. 1一般 診療所
     救急クリニック 美祢市大嶺町東分字沖田１２１０常　勤:    1長　松岡　良典 新規     一般    10現存
     番１ (医       1) 平27.12. 1他   内   外  
     非常勤:    2 小   脳外 整外
     (医       2) リハ 
     他：救急科、循
     環器内科、血液
     腫瘍内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97314,1005,6 椎木内科循環器科 〒746-0013 0834-62-3388椎木　保人 椎木　保人 平11.12. 1内   循   呼  診療所
     周南市桶川町４番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97414,1013,0 東ソー従業員健康管理〒746-0006 0834-63-9812東ソー株式会社　代表宮國　泰弘 平 2. 7. 1内   診療所
     センター 周南市開成町４５６０ 常　勤:    1取締役社長　山本　寿 新規 現存
     (医       1)宣 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97514,1024,7 沢重内科医院 〒746-0038 0834-63-0213澤重　瑩二 澤重　瑩二 昭46. 5. 1内   呼   胃  診療所
     周南市福川３丁目１３番３４号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97614,1025,4 上田内科・小児科 〒746-0012 0834-63-0051上田　勝 上田　勝 昭54. 5. 1内   小   診療所
     周南市政所２丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97714,1030,4 宇都宮医院 〒746-0034 0834-62-2566宇都宮　陽一 宇都宮　陽一 昭63. 1. 1一般 診療所
     周南市富田２丁目４番１２号 常　勤:    1 新規     一般     4現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   神内 消  
     非常勤:    1 循   皮   リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97814,1031,2 医療法人　年光医院 〒746-0045 0834-62-1100医療法人年光医院　理年光　昌宏 平 2. 1. 1胃   外   こう診療所
     周南市新地町１番２７号 常　勤:    2事長　年光　昌宏 新規 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  97914,1037,9 三好内科クリニック 〒746-0009 0834-64-2222医療法人三好内科クリ三好　弥寿彦 平 4. 4. 1内   消   診療所
     周南市川手１丁目６番６号 常　勤:    1ニック　理事長　三好 新規 現存
     (医       1)　弥寿彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98014,1038,7 医療法人　たにむら小〒746-0009 0834-64-3030医療法人たにむら小児谷村　聡 平 7. 9. 1小   診療所
     児科 周南市川手１丁目７番１３号 常　勤:    1科　理事長　谷村　聡 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98114,1039,5 医療法人　山口ひふ科〒746-0013 0834-63-7733医療法人山口ひふ科ク山口　康則 平13. 4.11形外 皮   診療所
     クリニック 周南市桶川町５番１５号 常　勤:    1リニック　理事長　山 移転 現存
     (医       1)口　康則 平25. 4.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98214,1042,9 原田医院 〒746-0014 0834-62-1500医療法人和栄会　理事原田　和佳 平 9. 1. 1精   心内 内  診療所
     周南市古川町９番８号 常　勤:    1長　原田　忠明 その他 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98314,1047,8 医療法人　中村医院 〒746-0038 0834-62-2436医療法人中村医院　理中村　俊一郎 平13.11. 1内   胃   こう診療所
     周南市福川２丁目６番２０号 常　勤:    1事長　中村　俊一郎 移転 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98414,1049,4 髙杉レディースクリニ〒746-0012 0834-64-7700医療法人髙杉レディー髙杉　信義 平11. 4. 1一般        10診療所
     ック 周南市政所１丁目１８番１５号 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       1)　髙杉　信義 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98514,1050,2 坂本耳鼻咽喉科 〒746-0009 0834-61-1511医療法人社団坂本耳鼻坂本　邦彦 平11.10. 1耳い 気食 アレ診療所
     周南市川手１丁目７番６号 常　勤:    1咽喉科　理事長　坂本 組織変更 現存
     (医       1)　邦彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98614,1052,8 医療法人岸整形外科 〒746-0062 0834-62-2632医療法人岸整形外科　岸　達雄 平12. 1. 1一般        17診療所
     周南市福川中市町１１番２１号 常　勤:    1理事長　岸　達雄 組織変更 整外 麻   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98714,1053,6 周南市立新南陽市民病〒746-0017 0834-61-2500周南市長　木村　健一松谷　朗 平12. 4. 1一般 病院
     院 周南市宮の前２丁目３番１５号 常　勤:   14郎 組織変更     一般   150現存
     (医      14) 平30. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   19 脳外 ひ   眼  
     (医      19) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98815,1001,2 本城クリニック 〒745-0811 0834-33-3355本城　和光 本城　和光 平15. 9. 1内   呼   胃  診療所
     周南市五月町８番１号 常　勤:    2 新規 放   現存
     (医       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98915,1003,8 ふるたに消化器内科 〒745-0831 0834-39-2525医療法人　ふるたに消古谷　晴茂 平15. 9. 1内   呼   消  診療所
     周南市楠木１丁目９番５号 常　勤:    1化器内科　理事長　古 組織変更 循   現存
     (医       1)谷　晴茂 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99015,1004,6 藤井医院 〒745-0013 0834-21-0362松田　香 松田　香 平15.11. 1内   消   診療所
     周南市昭和通１丁目１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99115,1005,3 医療法人社団諍友会　〒745-0003 0834-32-2000医療法人社団諍友会　田中　泰雅 平16. 4. 1一般 病院
     田中病院 周南市三番町１丁目１２番 常　勤:    3理事長　田中　泰雅 組織変更     一般    18現存
     (医       3) 平28. 4. 1一般
     非常勤:    1     一般    34
     (医       1) 産   婦   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99215,1006,1 医療法人徳山ファース〒745-0015 0834-27-1080医療法人徳山ファース西村　敏郎 平16. 7. 1内   小   皮  診療所
     トクリニック 周南市平和通２丁目１　木村ビル常　勤:    1トクリニック　理事長 移転 アレ 現存
     １Ｆ (医       1)　西村　敏郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99315,1008,7 髙取整形外科医院 〒745-0014 0834-31-0031野間　光治 野間　光治 平17. 1. 1整外 外   リハ診療所
     周南市飯島町１丁目６７ 常　勤:    2 交代 リウ 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99415,1013,7 まさこメディカルクリ〒745-0017 0834-21-0609医療法人淳信会　理事尾都野　信子 平17.12. 1循   内   診療所
     ニック 周南市新町１丁目５２ 常　勤:    2長　登坂　正子 移転 現存
     (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99515,1015,2 ふじもとメンタルクリ〒745-0035 0834-33-3111藤本　康之 藤本　康之 平18. 4. 1精   心内 診療所
     ニック 周南市有楽町２３番地　近鉄徳山常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99615,1018,6 五島整形外科医院 〒745-0851 0834-32-3310宮本　龍彦 宮本　龍彦 平18. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     周南市大字徳山６６７６の９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  99715,1019,4 医療法人社団共愛会　〒745-0811 0834-31-1734医療法人社団共愛会　森　隆徳 平18. 7. 1精神 病院
     徳山静養院 周南市五月町１３番１号 常　勤:    4理事長　井上　武敏 交代     精神   140現存
     (医       4) 平30. 7. 1精   神   心内
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99815,1020,2 よしつぐ皮ふ科クリニ〒746-0002 0834-64-5252吉次　興茲 吉次　興茲 平18. 8. 1皮   形外 美外診療所
     ック 周南市西千代田町１番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99915,1021,0 永末耳鼻咽喉科医院 〒745-0834 0834-31-5522永末　裕子 永末　裕子 平18. 8. 9耳い 診療所
     周南市清水町５番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100015,1022,8 周南市熊北診療所 〒745-0501 0833-91-0100松本　憲夫 松本　憲夫 平18.11. 1内   外   診療所
     周南市大字八代８１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100115,1024,4 山口内科 〒746-0015 0834-62-3555医療法人山口内科　理山口　桂 平19. 4. 1内   リハ 診療所
     周南市清水２丁目１３番８号 常　勤:    1事長　山口　桂 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100215,1025,1 広田皮膚科 〒745-0017 0834-32-3712医療法人広田皮膚科　 田　徹 平19. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     周南市新町２丁目４ 常　勤:    1理事長　 田　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100315,1028,5 周陽ひふ科 〒745-0824 0834-29-5221越智　敬三 越智　敬三 平19.10. 1皮   診療所
     周南市大内町１０番２１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100415,1035,0 周南市国民健康保険鹿〒745-0302 0834-68-2192周南市長　木村　健一河野　正輝 平21. 2. 1内   小   診療所
     野診療所 周南市大字鹿野上９１０番地 常　勤:    1郎 移転 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100515,1037,6 岐陽内科 〒745-0037 0834-21-0839医療法人岐陽診療所　武居　篤史 平21. 4. 1内   呼内 他  診療所
     周南市栄町２丁目４１番地 常　勤:    3理事長　武居　篤史 移転 他：消化器内科現存
     (医       3) 平27. 4. 1・糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100615,1040,0 高木内科クリニック 〒745-0801 0834-25-2678医療法人社団　高木内髙木　昭 平21.11. 2内   循   呼  診療所
     周南市大字久米３１９８の６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　髙木　昭 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100715,1041,8 津永産婦人科 〒745-0012 0834-21-8255津永　長門 津永　長門 平22. 1. 1一般         9診療所
     周南市川端町２丁目３０ 常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100815,1042,6 石川眼科 〒745-0823 0834-28-7822石川　裕美 石川　裕美 平22. 4. 1眼   診療所
     周南市周陽２丁目７番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100915,1043,4 宮里クリニック 〒745-0824 0834-28-5577医療法人大明会　理事宮里　肇 平22. 5. 1内   リウ 診療所
     周南市大内町９番１６号みやさと常　勤:    1長　宮里　肇 組織変更 現存
     ビル１階 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101015,1044,2 石田整形外科 〒745-0824 0834-28-0250石田　高康 石田　高康 平22. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     周南市大内町１０番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101115,1045,9 中原医院 〒745-0842 0834-21-1300中原　圓 中原　圓 平22.10. 1内   放   診療所
     周南市青山町４番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101215,1046,7 いまて耳鼻咽喉科クリ〒745-0801 0834-34-4133医療法人いまて耳鼻咽今手　祐二 平22.10. 1耳い 診療所
     ニック 周南市久米東神女３２０１の１ 常　勤:    1喉科　理事長　今手　 組織変更 現存
     (医       1)祐二 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101315,1047,5 周南市中須診療所 〒745-0512 0834-89-0071周南市長　木村　健一田上　耕蔵 平23. 2. 1内   診療所
     周南市中須南２５５７の１ 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101415,1048,3 周南市須金診療所 〒745-0401 0834-86-2220周南市長　木村　健一齋藤　淳 平23. 2. 1内   整外 診療所
     周南市須万２４８８ 常　勤:    1郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 101515,1049,1 こうち医院 〒745-0846 0834-34-3456医療法人　こうち医院河内　康博 平23. 2. 1内   外   小  診療所
     周南市東山町２番４１号 常　勤:    1　理事長　河内　康博 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101615,1050,9 海風診療所 〒745-0076 0834-33-0889沼田　光生 沼田　光生 平23. 8. 1内   心内 神内診療所
     周南市梅園町１丁目３８　トレー常　勤:    1 移転 脳外 美外 現存
     フル・プリュス２Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101715,1052,5 近間泌尿器科クリニッ〒745-0845 0834-34-5100医療法人　近間泌尿器近間　秀明 平23.10. 1ひ   診療所
     ク 周南市河東町８番５号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　近間　秀明 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101815,1054,1 医療法人社団イシス会〒746-0017 0834-61-0099医療法人社団イシス会鎌田　清治 平24. 1. 1ひ   他   診療所
     　かまたクリニック 周南市宮の前２丁目７番７号 常　勤:    1　理事長　鎌田　清治 組織変更 他：腎臓内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101915,1055,8 徳山リハビリテーショ〒745-0851 0834-33-7770医療法人社団生和会　津波　満 平24. 4. 1療養 病院
     ン病院 周南市大字徳山６２６番地 常　勤:    5理事長　福澤　正洋 新規     療養   120現存
     (医       5) 平30. 4. 1内   リハ 
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102015,1056,6 徳山病院 〒745-0056 0834-21-3750医療法人　周友会　理岡　芳彦 平25. 2. 1一般 病院
     周南市新宿通１丁目１６番地 常　勤:    2事長　高山　成吉 組織変更     一般    42現存
     (医       2) 平25. 2. 1療養
     非常勤:   14     療養    36
     (医      14) 内   循   胃  
     消   放   リハ
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102115,1060,8 ふじむら小児科 〒745-0801 0834-26-2460藤村　智之 藤村　智之 平25. 5. 6小   診療所
     周南市久米東神女　３２０１－１常　勤:    1 新規 現存
     　ＭＥＤＩビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102215,1062,4 弘田消化器科 〒745-0873 0834-31-2033弘田　博彦 弘田　博彦 平26. 2. 1消   内   循  診療所
     周南市大字徳山５８２７の５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102315,1064,0 日新製鋼株式会社　周〒746-8666 0834-63-0613日新製鋼株式会社　周沖村　博史 平26. 4. 1内   診療所
     南製鋼所　診療所 周南市野村南町４９７６番地 常　勤:    1南製鋼所　常務執行役 交代 現存
     (医       1)員所長　早川　淳也 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102415,1065,7 新南陽整形外科クリニ〒746-0012 0834-61-0870医療法人　新南陽整形花岡　篤哉 平27. 1. 1整外 リハ 診療所
     ック 周南市政所１丁目１３番１４号 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　花岡　篤哉 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102515,1066,5 医療法人たむら耳鼻咽〒745-0823 0834-34-3303医療法人たむら耳鼻咽田村　光司 平27. 4. 1耳い 診療所
     喉科 周南市周陽１－１０－１ 常　勤:    1喉科　理事長　田村　 組織変更 現存
     (医       1)光司 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102615,1067,3 三浦皮フ科 〒745-0007 0834-21-5333三浦　健太郎 三浦　健太郎 平27. 4. 1皮   アレ 診療所
     周南市岐南町１－２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102715,1068,1 ゆん脳神経外科クリニ〒745-0002 0834-33-8009医療法人ＹＢＣ　理事尹　英植 平27. 4. 1脳外 神内 診療所
     ック 周南市二番町１丁目４番地３ 常　勤:    1長　尹　英植 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102815,1069,9 岩本医院 〒745-0122 0834-87-2525岩本　直樹 岩本　直樹 平27.10. 1内   脳外 整外診療所
     周南市須々万本郷３５６－３ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102915,1070,7 きむらクリニック 〒745-0801 0834-36-1717医療法人きむらクリニ木村　征靖 平27. 9. 1内   他   呼内診療所
     周南市大字久米２８２９番１４ 常　勤:    1ック　理事長　木村　 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)征靖 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103015,1071,5 山口医院 〒745-0811 0834-21-8380山口　雅英 山口　雅英 平28. 2.17皮   ひ   診療所
     周南市五月町６－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103115,1072,3 かねこ皮ふ科 〒745-0015 0834-22-2500医療法人至宝会　理事金子　信幸 平28. 5. 1皮   他   診療所
     周南市平和通２丁目１１番地 常　勤:    1長　金子　信幸 組織変更 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103215,1073,1 桜木クリニック 〒745-0801 0834-25-3550医療法人幸里会　理事藤本　幸弘 平28. 9. 1内   他   診療所
     周南市久米２９１９－１ 常　勤:    1長　藤本　幸弘 移転 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平28. 9. 1、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103315,1074,9 黒川病院 〒745-0811 0834-32-2015黒川　徹 黒川　徹 平29. 1. 1一般 病院
     周南市五月町８番１９号 常　勤:    4 交代     一般    50現存
     (医       4) 平29. 1. 1脳外 整外 形外
     非常勤:    8 リハ 麻   放  
     (医       8) 外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103415,1075,6 黒川医院 〒745-0811 0834-32-2016黒川　徹 柏木　史郎 平29. 1. 1脳外 整外 リハ診療所
     周南市五月町８番１号 常　勤:    1 交代 麻   放   外  現存
     (医       1) 平29. 1. 1内   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103515,1076,4 なかもり内科クリニッ〒746-0034 0834-61-1022中森　芳宜 中森　芳宜 平29. 5. 1内   他   診療所
     ク 周南市大字富田２８５９番 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103615,1077,2 さくらだ眼科 〒745-0065 0834-27-3939医療法人さくらだ眼科櫻田　規全 平29. 5. 1眼   診療所
     周南市原宿町４番２４号 常　勤:    1　理事長　櫻田　規全 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103715,1078,0 周南ニュークリニック〒745-0851 0834-34-1199林田　重昭 林田　重昭 平30. 1. 1ひ   他   内  診療所
     周南市大字徳山５５２９番地 常　勤:    2 新規 他：腎臓内科 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103815,1079,8 ふなつ眼科 〒746-0013 0834-61-0272医療法人彦星会　理事舩津　浩彦 平30. 2. 1眼   内   診療所
     周南市桶川町７番１０号 常　勤:    1長　舩津　浩彦 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103915,1080,6 おのクリニック 〒746-0018 0834-61-2300医療法人おのクリニッ小野　薫 平30. 5. 1内   他   呼内診療所
     周南市大神三丁目１２番１号 常　勤:    2ク　理事長　小野　薫 移転 他：循環器内科現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104016,1003,6 医療法人社団　たかは〒756-0057 0836-81-5181医療法人社団　たかは高橋　寛彦 平17. 9. 1小   診療所
     し小児科医院 山陽小野田市大字西高泊７５８の常　勤:    1し小児科医院　理事長 組織変更 現存
     １ (医       1)　高橋　寛彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104116,1004,4 医療法人社団　岡野整〒756-0057 0836-83-0062医療法人社団岡野整形岡野　宏二 平17.11. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 山陽小野田市大字西高泊６４８の常　勤:    1外科クリニック　理事 移転 現存
     ２４ (医       1)長　岡野　宏二 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104216,1006,9 博和会みみ・はな・の〒757-0001 0836-72-3387伊藤　博子 伊藤　博子 平19. 4. 1耳い 内   アレ診療所
     ど内科クリニック 山陽小野田市大字厚狭４６７の１常　勤:    1 移転 リハ 休止
     (医       1) 平25. 4. 1
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 104316,1007,7 しらさわ内科クリニッ〒756-0833 0836-81-2600医療法人白和会しらさ白澤　宏幸 平19. 4. 1内   放   他  診療所
     ク 山陽小野田市北竜王町１０番１０常　勤:    1わ内科クリニック　理 組織変更 他：消化器内科現存
     号 (医       1)事長　白澤　宏幸 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104416,1008,5 医療法人てらい内科ク〒757-0006 0836-71-0022医療法人てらい内科ク寺井　佳子 平19. 5. 1内   他   診療所
     リニック 山陽小野田市桜一丁目１番５号 常　勤:    1リニック　理事長　寺 組織変更 現存
     (医       1)井　佳子 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104516,1009,3 耳鼻咽喉科伯野医院 〒757-0004 0836-73-0059伯野　卓 伯野　卓 平19. 8. 1耳い アレ 診療所
     山陽小野田市大字山川４５の２ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104616,1011,9 ジョイ皮ふ科クリニッ〒756-0806 0836-81-4112医療法人社団　桜和会西岡　和惠 平20. 6. 1皮   アレ 診療所
     ク 山陽小野田市中川６丁目４番１号常　勤:    1　理事長　西岡　和惠 移転 現存
     おのだサンパーク東館 (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104716,1012,7 松井医院 〒757-0012 0836-76-0029松井　宏子 松井　宏子 平21. 5. 1内   リハ 診療所
     山陽小野田市大字埴生５３１の３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104816,1013,5 河野内科 〒757-0001 0836-71-0009河野　道生 河野　道生 平22. 4. 1内   他   アレ診療所
     山陽小野田市厚狭６８０の２３ 常　勤:    1 新規 リウ 小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104916,1015,0 紫苑リハビリ内科クリ〒757-0001 0836-71-1300医療法人健仁会　理事東　良輝 平23. 4. 1一般 診療所
     ニック 山陽小野田市厚狭埴生田５０３の常　勤:    1長　村上　紘一 新規     一般    19現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1内   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105016,1018,4 吉武医院 〒757-0001 0836-72-1110吉武　和夫 吉武　和夫 平25. 1.15内   小   麻  診療所
     山陽小野田市厚狭字沖田２７－１常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105116,1020,0 医療法人社団　田原耳〒756-0813 0836-83-3428医療法人社団田原耳鼻田原　哲也 平26. 2. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科医院 山陽小野田市住吉本町一丁目５番常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 移転 現存
     ２７号 (医       2)田原　康也 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 105216,1021,8 おのだサンパークアイ〒756-8585 0836-81-2303佐貫　むつみ 佐貫　むつみ 平27. 3. 1眼   内   診療所
     クリニック 山陽小野田市中川６－４－１おの常　勤:    1 新規 現存
     だサンパーク (医       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105316,1022,6 ねもと皮ふ科クリニッ〒756-0080 0836-81-3888根本　圭 根本　圭 平27. 6. 1皮   アレ 診療所
     ク 山陽小野田市くし山一丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105416,1023,4 中島内科在宅診療所 〒756-0091 0836-83-3910加屋野　悟 加屋野　悟 平27. 8. 1内   麻   リハ診療所
     山陽小野田市日の出３－１５－１常　勤:    1 新規 神内 現存
     ２ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105516,1024,2 はせがわ耳鼻クリニッ〒757-0001 0836-71-1187医療法人社団はせがわ長谷川　朋美 平27. 9. 1耳い 診療所
     ク 山陽小野田市大字厚狭４５８番地常　勤:    1耳鼻クリニック　理事 組織変更 現存
     １３ (医       1)長　長谷川　朋美 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105616,1025,9 医療法人社団平成会　〒756-0091 0836-43-9200医療法人社団平成会　砂川　新平 平27.10. 1小   診療所
     すながわこどもクリニ山陽小野田市日の出２丁目２番６常　勤:    1理事長　砂川　功 交代 現存
     ック 号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105716,1026,7 いとうクリニック 〒757-0001 0836-72-0033伊藤　光佑 伊藤　光佑 平28. 6. 1一般 診療所
     山陽小野田市厚狭９５１－１ 常　勤:    1 新規     一般    15現存
     (医       1) 平28. 6. 1内   呼内 リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105816,1027,5 医療法人和耀会むらた〒756-0057 0836-39-8660医療法人和耀会むらた村田　和也 平28.10. 1内   他   診療所
     循環器内科 山陽小野田市西高泊６７２番地２常　勤:    1循環器内科　理事長　 組織変更 他：循環器内科現存
     (医       1)村田　和也 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105916,1028,3 女性クリニックおがた〒756-0824 0836-83-3859尾縣　秀信 尾縣　秀信 平29. 1. 1産婦 内   診療所
     山陽小野田市中央３丁目６番３０常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106071,1052,8 正木内科医院 〒742-2806 08207-7-0021正木　純生 正木　純生 昭53. 4. 1内   診療所
     大島郡周防大島町大字西安下庄２常　勤:    1 新規 現存
     ６の８ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 106171,1058,5 野村医院 〒742-2715 08207-6-0017野村　壽和 野村　壽和 平 7. 9. 2内   診療所
     大島郡周防大島町大字横見６９３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106271,1063,5 安本医院 〒742-2803 0820-73-0822医療法人社団安本医院安本　忠道 平15. 8. 1一般        19診療所
     大島郡周防大島町大字土居９２２常　勤:    1　理事長　安本　忠道 移転 他   外   整外現存
     (医       1) 平27. 8. 1ひ   放   麻  
     非常勤:    1 リハ 脳外 
     (医       1) 他：胃腸内科・
     胃腸外科・肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106371,1064,3 おげんきクリニック 〒742-2106 0820-74-2490医療法人　おかはら会岡原　仁志 平16. 4. 1消   外   整外診療所
     大島郡周防大島町大字小松５５８常　勤:    1　理事長　岡原　仁志 組織変更 皮   ひ   リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106471,1066,8 周防大島町立橘病院 〒742-2806 0820-77-1000周防大島町長　椎木　岡　隆 平16.10. 1一般 病院
     (71,3031,6) 大島郡周防大島町大字西安下庄３常　勤:    4巧 交代     一般    36現存
     ９２０の１７ (医       3) 平28.10. 1内   整外 皮  
     (歯       1) ひ   眼   耳い
     非常勤:   12 歯   外   
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106571,1067,6 周防大島町立東和病院〒742-2921 0820-78-0310周防大島町長　椎木　村上　哲朗 平16.10. 1一般       114病院
     大島郡周防大島町大字西方５７１常　勤:    6巧 交代 内   循   外  現存
     の１ (医       6) 平28.10. 1整外 皮   ひ  
     非常勤:   34 眼   耳い 病理
     (医      34) リハ 放   他  
     他：発達小児科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106671,1070,0 嶋元医院 〒742-2106 0820-74-2310嶋元　徹 嶋元　徹 平18. 1. 1内   循   小  診療所
     大島郡周防大島町大字小松１７５常　勤:    1 交代 放   現存
     ４ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106771,1071,8 周防大島町立大島病院〒742-2106 0820-74-2580周防大島町　町長　椎松本　直晃 平22.11. 1一般        39病院
     大島郡周防大島町大字小松１４１常　勤:    7木　巧 移転 療養        60現存
     ５の１ (医       7) 平28.11. 1内   外   整外
     非常勤:   38 脳外 皮   ひ  
     (医      38) 眼   耳い リハ
     他   
     他：発達小児科
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 106871,1072,6 日良居病院 〒742-2803 0820-73-0527松村　耕介 松尾　卓久 平28. 1. 1精神       132病院
     (71,3041,5) 大島郡周防大島町大字土居１４２常　勤:    3 交代 精   神   歯  現存
     ６－１ (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106971,1074,2 川口医院 〒742-2924 0820-78-0306医療法人川口医院　理川口　寛 平29. 9. 1内   小   脳外診療所
     大島郡周防大島町外入２２２８番常　勤:    1事長　川口　寛 組織変更 現存
     地２０ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107071,1075,9 山中クリニック 〒742-2301 0820-72-0152医療法人社団なごみ会山中　達彦 平30. 1. 1一般 診療所
     大島郡周防大島町大字久賀５３６常　勤:    1　理事長　山中　達彦 組織変更     一般    19現存
     ８番地１ (医       1) 平30. 1. 1内   外   整外
     胃   循   呼  
     こう リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107172,1001,3 岩国市立美和病院 〒740-1225 0827-96-1155岩国市長　福田　良彦尾中　祥子 昭32. 7. 1一般 病院
     岩国市美和町渋前１７７６ 常　勤:    3 新規     一般    60現存
     (医       3) 平29. 7. 1内   神   小  
     非常勤:    3 外   整外 眼  
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107272,1027,8 岩国市立錦中央病院 〒740-0724 0827-72-2321岩国市長　福田　良彦林　延彦 昭35. 7. 1一般        58病院
     岩国市錦町広瀬１０７２の１ 常　勤:    4 新規 内   外   整外現存
     (医       4) 平28. 4. 1脳外 眼   耳い
     非常勤:    8 ひ   皮   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107372,1050,0 岩国市立錦宇佐診療所〒740-0901 0827-74-0933岩国市長　福田　良彦杵築　信明 昭62. 5. 1内   診療所
     岩国市錦町宇佐６０７の３ 常　勤:    4 新規 現存
     (医       4) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107472,1051,8 岩国市立錦高根診療所〒740-0902 0827-74-0843岩国市長　福田　良彦村井　達哉 昭37. 3.26内   診療所
     岩国市錦町宇佐郷１１５７の３ 常　勤:    4 新規 現存
     (医       4) 平28. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107572,1061,7 医療法人南和会　千鳥〒740-1441 0827-63-0231医療法人南和会　理事柳川　耕作 昭43. 7. 1精神       153病院
     (72,3019,9) ケ丘病院 岩国市由宇町千鳥ヶ丘１丁目１番常　勤:    5長　吉居　俊朗 新規 精神 現存
     １号 (医       5) 平28. 7. 1    精神    57
     非常勤:    7 精神
     (医       6)     精神    60
     (歯       1) 精   神内 神  
     内   歯   
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 107672,1062,5 医療法人社団青山会　〒742-0313 0827-82-3521医療法人社団青山会　前田　功二 昭50. 7. 1精神 病院
     リフレまえだ病院 岩国市玖珂町１８８７ 常　勤:    4理事長　前田　功二 新規     精神   108現存
     (医       4) 平29. 7. 1内   心内 放  
     非常勤:   12 精   
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107772,1071,6 岩国市立周東中田診療〒742-0414 0827-84-1111岩国市長　福田　良彦河郷　忍 昭56. 4.17内   診療所
     所 岩国市周東町田尻７５６の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107872,1077,3 田所医院 〒742-0332 0827-82-5051田所　冀 田所　冀 昭58.12. 1内   小   診療所
     岩国市玖珂町６１６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107972,1078,1 玖珂中央病院 〒742-0314 0827-82-5123医療法人玖玉会　理事吉岡　春紀 昭58.12. 1療養 病院
     岩国市玖珂町１４４８ 常　勤:    3長　吉岡　春紀 新規     療養   148現存
     (医       3) 平28.12. 1内   他   
     非常勤:    6 他：消化器内科
     (医       6) 、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108072,1083,1 山口平成病院 〒742-0334 0827-82-6111医療法人山口平成会　立石　肇 昭62. 1. 1療養 病院
     岩国市玖珂町１１３４０番地 常　勤:    4理事長　武久　洋三 新規     療養   104療養病床
     (医       4) 平29. 1. 1療養 現存
     非常勤:   23     療養    46
     (医      23) 内   呼   消  
     循   リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108172,1084,9 小林医院 〒742-0425 0827-84-0613小林　達文 小林　達文 昭62.10. 1内   麻   診療所
     岩国市周東町西長野１６５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108272,1086,4 周防病院 〒742-0413 0827-84-1223医療法人全生会　理事高野　光弘 昭61. 8. 1療養 病院
     岩国市周東町上久原１２３ 常　勤:    3長　高野　光弘 新規     療養   150現存
     (医       3) 平30. 5. 1内   呼内 神内
     非常勤:   21 放   他   
     (医      21) 他：循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108372,1087,2 みどり病院 〒740-1404 0827-63-0111医療法人南和会　理事吉居　俊朗 昭63. 8. 1療養 病院
     岩国市由宇町３５９の１ 常　勤:    5長　吉居　俊朗 新規     療養   120現存
     (医       5) 平24. 8. 1療養
     非常勤:    2     療養    60
     (医       2) 内   リハ 
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 108472,1089,8 岩国市立錦須川診療所〒740-0811 0827-72-2321岩国市長　福田　良彦岡村　康平 平元. 4. 1内   診療所
     岩国市錦町須川３２９１番地１ 常　勤:    4 新規 現存
     (医       4) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108572,1090,6 河郷診療所 〒742-0301 0827-85-0010医療法人社団河郷診療河郷　忍 平元. 3. 1内   診療所
     岩国市周東町祖生５７１９の２ 常　勤:    1所　理事長　河郷　忍 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108672,1091,4 医療法人　福田医院 〒740-0504 0827-77-0012医療法人福田医院　理福田　瑞穂 平元. 6. 1内   小   診療所
     岩国市美川町南桑２４１７ 常　勤:    1事長　福田　瑞穂 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108772,1093,0 藤政病院 〒742-0417 0827-84-0037医療法人清志会　藤政藤政　篤志 平元.11. 1一般        40病院
     (72,3029,8) 岩国市周東町下久原２４０３の１常　勤:    3病院　理事長　藤政　 新規 内   外   整外現存
     (医       2)浩志 平28.11. 1歯   小歯 矯歯
     (歯       1) 歯外 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108872,1101,1 川田クリニック 〒742-0325 0827-82-6660川田　礼治 川田　礼治 平 4. 4. 1一般         9診療所
     岩国市玖珂町５０５９ 常　勤:    1 新規 内   小   心内現存
     (医       1) 平28. 4. 1眼   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108972,1102,9 医療法人中村医院　中〒740-0061 0827-53-8100医療法人中村医院　理平野　雅俊 平 5. 9. 1内   呼内 他  診療所
     村クリニック 玖珂郡和木町和木２丁目９番１１常　勤:    2事長　中村　浩二 新規 他：糖尿病内科現存
     号 (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109072,1104,5 医療法人はぐま会　は〒742-0336 0827-82-5050医療法人はぐま会　理羽熊　直行 平 7.10. 1耳い 診療所
     ぐま耳鼻咽喉科医院 岩国市玖珂町５０５０の５ 常　勤:    1事長　羽熊　直行 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109172,1105,2 医療法人頌栄会松井医〒742-0417 0827-84-0035医療法人頌栄会松井医松井　達也 平 8. 4. 1内   外   整外診療所
     院 岩国市周東町下久原１０４０の１常　勤:    2院　理事長　松井　達 組織変更 小   リハ 現存
     (医       2)也 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109272,1109,4 岩国市立本郷診療所 〒740-0602 0827-75-2770岩国市長　福田　良彦岡村　康平 平11. 6. 1内   小   外  診療所
     岩国市本郷町本郷２１００の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109372,1111,0 松原医院 〒740-0724 0827-72-2300医療法人社団松原医院松原　宏 平12. 9. 1内   小   診療所
     岩国市錦町広瀬６６９１ 常　勤:    1　理事長　松原　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109472,1112,8 伊原内科消化器科 〒740-1426 0827-63-3300医療法人　伊原内科消伊原　邦行 平13.10. 1内   消   診療所
     岩国市由宇町由宇崎４番１号 常　勤:    1化器科　理事長　伊原 組織変更 現存
     (医       1)　邦行 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109572,1113,6 岩本医院 〒742-0417 0827-84-0011医療法人　淳心会　理岩本　浩 平14. 6. 1一般 診療所
     岩国市周東町下久原２４８０の１常　勤:    2事長　岩本　浩 組織変更     一般     2現存
     (医       2) 平26. 6. 1内   精   小  
     非常勤:    4 眼   リハ 放  
     (医       4) 心内 呼内 他  
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109672,1115,1 木村医院 〒740-0061 0827-52-2302医療法人木村医院　理木村　直躬 平14. 8. 1内   消   循  診療所
     玖珂郡和木町和木３丁目１番１２常　勤:    2事長　木村　俊之 移転 小   リハ 現存
     号 (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109772,1116,9 八木クリニック 〒742-0322 0827-82-1212医療法人治奈会　理事八木　謙 平15. 3. 1一般 診療所
     岩国市玖珂町８２９の１ 常　勤:    1長　八木　謙 新規     一般     3現存
     (医       1) 平27. 3. 1婦   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109872,1117,7 山下内科医院 〒742-0322 0827-81-0050医療法人　山下内科医山下　秀治 平16. 4. 1内   消   循  診療所
     岩国市玖珂町５５８の２２ 常　勤:    1院　理事長　山下　秀 組織変更 呼   放   現存
     (医       1)治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109972,1119,3 医療法人　久米医院 〒740-1428 0827-63-0123医療法人　久米医院　久米　泰 平18. 1. 1循   内   診療所
     岩国市由宇町中央１丁目１２番５常　勤:    1理事長　久米　泰 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 110073,1001,1 光市立大和総合病院 〒743-0192 0820-48-2111光市長　市川　熙 板垣　達則 昭32. 7. 1一般 病院
     (73,3013,0) 光市大字岩田９７４ 常　勤:   10 新規     一般    40現存
     (医       8) 平29. 7. 1療養
     (歯       2)     療養   203
     非常勤:   27 内   呼   消  
     (医      26) 循   神内 小  
     (歯       1) 外   整外 産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   歯  
     小歯 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110173,1025,0 上関町四代診療所 〒742-1402 0820-65-0615上関町長　柏原　重海松岡　勝之 平13. 4. 1内   診療所
     熊毛郡上関町大字長島２１５９番常　勤:    1 移転 現存
     地の４ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110273,1039,1 上関町白井田診療所 〒742-1402 0820-65-0111上関町長　柏原　重海山本　華甫里 昭39. 9. 1内   診療所
     熊毛郡上関町大字長島３９１６の常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110373,1046,6 松岡医院 〒742-1402 0820-62-0027松岡　勝之 松岡　勝之 平元. 4.17内   小   外  診療所
     熊毛郡上関町大字長島５２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110473,1052,4 光輝病院 〒742-1111 0820-58-1111医療法人光輝会　理事宮田　伊知郎 昭62. 4. 1一般        32病院
     (73,3027,0) 熊毛郡平生町大字佐賀字鳩ヶ峯２常　勤:    7長　重冨　雄哉 新規 療養       348療養病床
     番地７７ (医       7) 平29. 4. 1療養        96現存
     非常勤:   29 療養       444
     (医      28) 内   精   外  
     (歯       1) 整外 脳外 皮  
     ひ   眼   耳い
     歯   矯歯 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110573,1055,7 松本医院 〒745-0612 0833-91-6020松本　憲夫 松本　憲夫 平元. 4. 1内   外   リハ診療所
     周南市大字呼坂８３８の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110673,1056,5 医療法人　向井医院 〒742-1102 0820-56-2106医療法人向井医院　理向井　久晴 平元. 3. 1内   小   産婦診療所
     熊毛郡平生町大字平生村１７５の常　勤:    2事長　向井　久晴 新規 現存
     １ (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110773,1058,1 新谷医院 〒742-1502 0820-52-5550新谷　清 新谷　清 平 2. 9. 1胃   外   リハ診療所
     熊毛郡田布施町大字波野１８７の常　勤:    1 新規 放   現存
     ５ (医       1) 平29. 9. 1
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 110873,1059,9 松村医院 〒745-0612 0833-91-0303医療法人真和会　理事松村　和彦 平11. 5.24内   呼   消  診療所
     周南市大字呼坂１の３ 常　勤:    1長　松村　和彦 移転 循   小   外  現存
     (医       1) 平29. 5.24リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110973,1066,4 小川クリニック 〒745-0612 0833-91-5777医療法人小川クリニッ小川　明男 平 5. 1. 1内   循   胃  診療所
     周南市大字呼坂１１０６の５ 常　勤:    1ク　理事長　小川　明 新規 放   他   現存
     (医       1)男 平29. 1. 1他：糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111073,1067,2 上関町祝島診療所 〒742-1401 0820-66-2345上関町長　柏原　重海最所　賢一郎 平 5. 9. 1内   診療所
     熊毛郡上関町大字祝島１３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111173,1070,6 藤田医院 〒742-1503 0820-52-2558医療法人藤田医院　理藤田　潔 平 7. 9. 1内   胃   小  診療所
     熊毛郡田布施町大字宿井１０２２常　勤:    1事長　藤田　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111273,1073,0 おきの内科糖尿病クリ〒742-1102 0820-56-7733医療法人おきの内科糖沖野　良介 平 9. 1. 1内   他   診療所
     ニック 熊毛郡平生町大字平生村５６３番常　勤:    1尿病クリニック　理事 組織変更 他：糖尿病内科現存
     地の５ (医       1)長　沖野　良介 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111373,1074,8 ふじわら医院 〒745-0651 0833-91-7100医療法人成心会ふじわ藤原　敬且 平 9.10. 1外   小   アレ診療所
     周南市大字大河内２５６の１４ 常　勤:    1ら医院　理事長　藤原 組織変更 胃   内   リハ現存
     (医       1)　敬且 平24.10. 1精   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111473,1075,5 松永医院 〒745-0612 0833-91-3006松永　央 松永　央 平10. 9. 1内   外   診療所
     周南市大字呼坂２０３２の１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111573,1079,7 弘和クリニック 〒742-1502 0820-52-2508医療法人寿恵会　理事曽田　貴子 平12. 9. 1一般 診療所
     熊毛郡田布施町大字波野１９７の常　勤:    2長　曽田　貴子 組織変更     一般     7療養病床
     １ (医       2) 平24. 9. 1療養 現存
         療養    12
     内   小   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111673,1082,1 ひらおこどもファミリ〒742-1102 0820-25-3341医療法人ひらおこども廣島　淳 平15.12. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 熊毛郡平生町大字平生村７６５の常　勤:    1ファミリークリニック 組織変更 現存
     ２ (医       1)　理事長　廣島　淳 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111773,1083,9 上関町八島診療所 〒742-1404 0820-62-1833上関町長　柏原　重海濱崎　啓介 平16. 4. 1内   診療所
     熊毛郡上関町大字八島６８８の３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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 111873,1086,2 平生クリニックセンタ〒742-1101 0820-56-2000医療法人光輝会　理事西　健太郎 平19. 4. 1一般        19診療所
     (73,3038,7) ー 熊毛郡平生町大字平生町５６９の常　勤:    1長　重冨　亮 交代 内   循   外  現存
     １２ (医       1) 平25. 4. 1整外 脳外 ひ  
     非常勤:   19 眼   耳い 歯  
     (医      18) 矯歯 歯外 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111973,1087,0 吉村胃腸科内科医院 〒742-1511 0820-52-3266医療法人吉村胃腸科内吉村　伸一郎 平19. 5. 1内   胃   小  診療所
     熊毛郡田布施町大字下田布施１１常　勤:    1科医院　理事長　吉村 移転 現存
     ６の４ (医       1)　伸一郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112073,1088,8 みつおかクリニック 〒742-1111 0820-58-5010滿岡　　裕 滿岡　裕 平22. 5. 1内   他   呼内診療所
     熊毛郡平生町佐賀２２８９の１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1他：胃腸内科、
     消化器内科、肝
     臓内科、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112173,1091,2 さいとう整形外科 〒742-1102 0820-56-0707医療法人　さいとう整齋藤　良明 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     熊毛郡平生町平生村６７５番地の常　勤:    1形外科　理事長　齋藤 組織変更 現存
     １ (医       1)　良明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112273,1092,0 医療法人成心会ふじわ〒742-1111 0820-25-3615医療法人成心会　ふじ藤原　敬且 平25.12. 1外   小   内  診療所
     ら医院　平生診療所 熊毛郡平生町佐賀３７７５番地４常　勤:    1わら医院　理事長　藤 新規 精   現存
     ６ (医       1)原　敬且 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112373,1093,8 上関町診療所 〒742-1403 0820-62-1032山本　華甫里 山本　華甫里 平29.11. 1内   他   皮  診療所
     熊毛郡上関町大字室津５５２－１常　勤:    1 新規 小   外   眼  現存
     １ (医       1) 平29.11. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112474,1044,9 鹿野博愛病院 〒745-0304 0834-68-2233医療法人緑山会　理事有吉　秀生 昭63. 6. 1療養 病院
     周南市大字鹿野下１１６１の１ 常　勤:    4長　齋藤　淳 新規     療養    74現存
     (医       4) 平30. 6. 1外   内   胃  
     非常勤:    7 循   小   リハ
     (医       7) 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112575,1025,5 亀田医院 〒747-0231 0835-52-1355医療法人亀田医院　理亀田　美久 平 8. 4. 1内   外   整外診療所
     山口市徳地堀１７４６ 常　勤:    1事長　亀田　美久 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112675,1026,3 山口市柚野診療所 〒747-0402 0835-58-0106山口市長　渡辺　純忠澤田　英明 平 9. 4. 1外   内   診療所
     山口市徳地柚木３７８番地２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112776,1002,2 林病院 〒754-0002 083-972-0411医療法人清仁会　理事田邉　征六 平 6. 7. 1一般 病院
     山口市小郡下郷７５１の４ 常　勤:    4長　田邉　征六 新規     一般    20療養病床
     (医       4) 平30. 7. 1療養 現存
     非常勤:    6     療養    30
     (医       6) 内   神内 外  
     整外 リハ 放  
     他   
     他：消内・消外
     ・循内・肛外・
     内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112876,1018,8 医療法人社団向陽会　〒754-1277 083-665-5555医療法人社団向陽会　西田　一也 昭47.11. 1一般        30病院
     阿知須同仁病院 山口市阿知須４２４１の４ 常　勤:    5理事長　西田　一也 新規 療養 療養病床
     (医       5) 平29.11. 1    療養    48現存
     非常勤:   34 療養
     (医      34)     療養    60
     内   外   整外
     脳外 リハ 放  
     麻   呼内 他  
     他：消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112976,1024,6 山口県厚生農業協同組〒754-0002 083-972-0333山口県厚生農業協同組藤井　裕之 昭56.10. 4一般 病院
     合連合会　小郡第一総山口市小郡下郷８６２の３ 常　勤:   26合連合会　代表理事理 新規     一般   182現存
     合病院 (医      26)事長　花本　敏夫 平29.10. 4内   呼内 神内
     非常勤:   31 小   外   整外
     (医      31) 脳外 ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     麻   他   
     他：循環器内科
     、消化器内科、
     糖尿病・血液内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113076,1046,9 医療法人同愛会　田村〒754-0002 083-972-0347医療法人同愛会　理事田村　次郎 昭53. 8. 1産   婦   診療所
     産婦人科医院 山口市小郡下郷１６１８ 常　勤:    1長　田村　次郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113176,1050,1 小児科柳澤医院 〒754-0011 083-973-3121柳澤　慧 柳澤　慧 昭56. 4. 1内   小   診療所
     山口市小郡御幸町７番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113276,1051,9 田中内科 〒754-0002 083-972-2325医療法人田中内科医院田中　慎也 昭62. 1. 1内   小   リハ診療所
     山口市小郡下郷２２７８の４ 常　勤:    1　理事長　田中　慎也 新規 療養病床
     (医       1) 平29. 1. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113376,1054,3 医療法人　村田外科胃〒754-0002 083-972-7100医療法人村田外科胃腸村田　宏 昭63. 5. 1一般         4診療所
     腸科 山口市小郡下郷７５６の４ 常　勤:    2科　理事長　村田　文 新規 外   整外 他  現存
     (医       2)雄 平30. 5. 1他：肛門内、肛
     門外、胃腸内、
     消化器外、腹部
     外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113476,1059,2 吉武医院 〒754-1101 083-984-2330医療法人吉武医院　理吉武　裕明 平 2. 4. 1内   外   リハ診療所
     山口市秋穂東６２９２ 常　勤:    1事長　吉武　裕明 新規 小外 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1他：消化器外科
     、呼吸器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113576,1065,9 河端内科医院 〒754-0002 083-972-3820医療法人河端内科医院河端　聡 平 3. 1. 1内   呼   胃  診療所
     山口市小郡下郷８４３の１０ 常　勤:    2　理事長　河端　聡 新規 循   小   アレ現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113676,1067,5 田辺内科 〒754-0031 083-973-3778田邉　完 田邉　完 平 3. 9. 1内   循   小  診療所
     山口市小郡新町四丁目２番２１号常　勤:    1 新規 現存
     田辺第１ビル１Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113776,1070,9 医療法人社団　山岸内〒754-0031 083-972-2788医療法人社団山岸内科山岸　隆 平 9. 3. 1循   内   小  診療所
     科 山口市小郡新町六丁目５番３号 常　勤:    1　理事長　山岸　隆 移転 リハ 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113876,1071,7 小郡まきはら病院 〒754-0024 083-973-0222医療法人若草会　理事牧原　紀彦 平 6. 1. 1精神 病院
     山口市小郡若草町３番４号 常　勤:    4長　牧原　紀彦 新規     精神    60現存
     (医       4) 平30. 1. 1精神
     非常勤:    8     精神    60
     (医       8) 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113976,1072,5 やまね耳鼻科 〒754-0002 083-973-3387山根　仁 山根　仁 平 6. 5. 1耳い 診療所
     山口市小郡下郷１１８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 114076,1075,8 よしかね循環器内科 〒754-0002 083-973-8181吉金　秀樹 吉金　秀樹 平 7. 8. 1一般        11診療所
     山口市小郡下郷２２２１の１２ 常　勤:    1 新規 療養         6現存
     (医       1) 平28. 8. 1内   呼   循  
     小   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114176,1080,8 医療法人社団中村眼科〒754-0002 083-973-8425医療法人社団中村眼科中村　旭男 平11.12.14眼   診療所
     山口市小郡下郷２２５８の１７ 常　勤:    1　理事長　中村　旭男 移転 現存
     (医       1) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114276,1081,6 医療法人社団　やすの〒754-0031 083-974-1700医療法人社団やすの皮安野　秀敏 平10.10. 1皮   診療所
     皮膚科 山口市小郡新町一丁目１番２号 常　勤:    1膚科　理事長　安野　 組織変更 現存
     (医       1)秀敏 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114376,1082,4 はまもと小児クリニッ〒754-0002 083-973-0616医療法人社団はまもと濱本　史明 平11. 4. 1小   診療所
     ク 山口市小郡下郷２２４０の７ 常　勤:    1小児クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　濱本　史明 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114476,1086,5 山川泌尿器科 〒754-0002 083-974-5400山川　弦一郎 山川　弦一郎 平14. 9. 1ひ   診療所
     山口市小郡下郷２２７１の５－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114576,1087,3 秋穂クリニック 〒754-1101 083-984-8333医療法人和同会　理事岡村　知実 平15. 4. 1内   リハ 放  診療所
     山口市秋穂東３９５３ 常　勤:    1長　髙橋　幹治 新規 脳外 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114676,1088,1 ハートクリニック新山〒754-0020 083-976-2450社会福祉法人　青藍会林　晶子 平17. 4. 1小   アレ 診療所
     口 山口市小郡平成町１番１８号 常　勤:    1　理事長　阿武　義人 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114776,1089,9 小林哲郎診療所 〒754-0020 083-973-3310医療法人　小林外科医小林　哲郎 平17. 5. 1外   内   消  診療所
     山口市小郡平成町２番１０－１０常　勤:    1院　理事長　小林　哲 新規 こう 皮   リハ現存
     １号 (医       1)郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114876,1092,3 おかむら医院 〒754-0002 083-973-2053医療法人岡村医院　理岡村　均 平17. 8. 1内   他   放  診療所
     山口市小郡下郷２１９３の２ 常　勤:    1事長　岡村　均 移転 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114976,1093,1 医療法人　かむらクリ〒754-0002 083-972-2513医療法人　かむらクリ嘉村　哲郎 平17. 9. 1内   外   呼  診療所
     ニック 山口市小郡下郷３０７の２ 常　勤:    1ニック　理事長　嘉村 組織変更 現存
     (医       1)　哲郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115077,1050,9 原田外科医院 〒757-0011 0836-76-3121原田　徽典 原田　徽典 昭57. 4. 1一般        19診療所
     山陽小野田市大字津布田２５０６常　勤:    1 新規 内   胃   外  現存
     の１ (医       1) 平30. 4. 1整外 脳外 リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115177,1053,3 医療法人扶老会　扶老〒757-0216 0836-67-1167医療法人扶老会　理事土屋　直隆 平元. 7. 1精神       274病院
     会病院 宇部市大字船木８３３ 常　勤:    6長　土屋　直隆 新規 内   精   神  現存
     (医       6) 平28. 7. 1リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115277,1056,6 医療法人　河村医院 〒757-0005 0836-72-0270医療法人河村医院　理河村　芳高 平 5. 9. 1整外 外   内  診療所
     山陽小野田市大字鴨庄１８の６ 常　勤:    1事長　河村芳高 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115377,1057,4 医療法人社団　久保整〒757-0001 0836-72-1711医療法人社団久保整形久保　宏史 平 6. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科医院 山陽小野田市大字厚狭１３２の１常　勤:    1外科医院　理事長　久 新規 現存
     (医       1)保　宏史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115477,1062,4 医療法人社団民正会た〒757-0005 0836-72-4970医療法人社団民正会　民谷　正彰 平 8.10. 1内   循   呼  診療所
     みたに内科循環器科 山陽小野田市大字鴨庄１１の３ 常　勤:    1理事長　民谷　正彰 組織変更 胃   リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115577,1065,7 医療法人社団あさひク〒757-0002 0836-71-0148医療法人社団あさひク大塚　祥司 平11. 9. 1内   他   呼内診療所
     リニック 山陽小野田市大字郡４４５の５ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1)塚　祥司 平29. 9. 1他：循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115677,1066,5 かわむら内科 〒757-0002 0836-78-1433医療法人かわむら内科河村　奬 平12. 1. 1内   呼   胃  診療所
     山陽小野田市大字郡３２１１の１常　勤:    2　理事長　河村　奬 組織変更 循   リハ 放  現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115777,1067,3 くどうクリニック 〒757-0211 0836-67-0903工藤　良二 工藤　良二 平12. 7. 1精   心内 内  診療所
     宇部市大字芦河内１１の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115877,1068,1 医療法人隆正会吉武内〒757-0001 0836-73-0095医療法人隆正会　理事吉武　正男 平12. 9. 1内   消   小  診療所
     科クリニック 山陽小野田市大字厚狭１０４０の常　勤:    1長　吉武　正男 組織変更 リハ 現存
     １ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115977,1072,3 扶老会クリニック 〒757-0216 0836-67-1167医療法人　扶老会　理亀田　正志 平14. 9. 1内   胃   皮  診療所
     宇部市大字船木８３３ 常　勤:    2事長　土屋　直隆 新規 循   リハ 精  現存
     (医       2) 平26. 9. 1神   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116077,1074,9 医療法人社団　あいべ〒757-0216 0836-69-2678医療法人社団　あいべ相部　剛 平15.10. 1内   他   診療所
     内科クリニック 宇部市大字船木６８３ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 他：消化器内科現存
     (医       1)長　相部　剛 平27.10. 1、内視鏡内科、
     呼吸器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116177,1075,6 医療法人聖比留会　厚〒757-0001 0836-71-2111医療法人　聖比留会　中根　比呂志 平16. 3. 1ひ   診療所
     狭セントヒル泌尿器科山陽小野田市大字厚狭１４４５の常　勤:    1理事長　浜辺　崇衣 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116277,1076,4 田中としろう眼科 〒757-0001 0836-71-1046医療法人　田中としろ田中　俊朗 平16. 9. 1眼   診療所
     山陽小野田市大字厚狭１４３４の常　勤:    1う眼科　理事長　田中 組織変更 現存
     １８ (医       1)　俊朗 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116378,1012,7 医療法人光の会重本病〒759-6312 083-772-0014医療法人光の会　理事重本　拓 平13. 3.10精神        52病院
     院 下関市豊浦町大字黒井９７の５０常　勤:    5長　重本　拓 移転 精神       108現存
     (医       5) 平25. 3.10精神        54
     非常勤:   17 精   神   心内
     (医      17) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116478,1020,0 下関市立豊田中央病院〒750-0424 083-766-1012下関市長　前田　晋太吉富　崇浩 昭32. 7. 1一般 病院
     下関市豊田町大字矢田３６５の１常　勤:    4郎 新規     一般    60現存
     (医       4) 平29. 7. 1療養
     非常勤:   32     療養    11
     (医      32) 内   外   小  
     脳外 眼   整外
     ひ   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116578,1060,6 下関市立角島診療所 〒759-5332 083-786-0735下関市長　前田　晋太藤永　健太郎 昭61. 4. 1内   外   小  診療所
     下関市豊北町大字角島１４１８の常　勤:    1郎 新規 現存
     ４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116678,1066,3 医療法人社団　藤本医〒759-6301 083-772-3333医療法人社団藤本医院藤本　繁樹 平元. 7. 1一般        19診療所
     院 下関市豊浦町大字川棚６９２３の常　勤:    1　理事長　藤本　繁樹 新規 外   内   消  現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1こう 麻   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116778,1067,1 医療法人社団　江本外〒750-0317 083-287-1222医療法人社団　江本外江本　健太郎 平元. 9. 1外   胃   こう診療所
     科胃腸科医院 下関市菊川町大字下岡枝１７０の常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 新規 整外 内   他  現存
     ３ (医       1)　江本　健太郎 平28. 9. 1他：乳腺外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116878,1071,3 医療法人社団青雲会　〒750-0317 083-287-0563医療法人社団青雲会　青柳　俊平 平 2. 9. 1内   他   小  診療所
     青柳内科医院 下関市菊川町大字下岡枝３７５の常　勤:    2青柳内科医院　理事長 新規 リハ 現存
     １ (医       2)　青柳　俊平 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116978,1072,1 小田医院 〒750-0421 083-766-0109医療法人小田医院　理小田　正隆 平 3. 3. 1内   胃   小  診療所
     下関市豊田町大字殿敷１８１０の常　勤:    1事長　小田　正隆 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117078,1073,9 下関市島戸診療所 〒759-5331 083-786-1935下関市長　前田　晋太木本　和之 平 3. 4. 1内   循   小  診療所
     下関市豊北町大字神田４０２５の常　勤:    1郎 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117178,1080,4 医療法人社団永山医院〒759-6301 083-774-3567医療法人社団永山医院永山　和彦 平12.11.15内   消   循  診療所
     下関市豊浦町大字川棚６９２０の常　勤:    1　理事長　永山　和彦 移転 小   耳   現存
     １ (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117278,1083,8 医療法人社団　しんむ〒759-6302 083-774-3535医療法人社団しんむら新村　和典 平 6. 9. 1内   胃   循  診療所
     ら医院 下関市豊浦町大字小串１９４の３常　勤:    1医院　理事長　新村　 新規 小   呼外 リハ現存
     (医       1)和典 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117378,1084,6 医療法人社団若草会　〒759-5241 083-786-2626医療法人社団若草会木木本　和之 平12. 5. 1一般 診療所
     木本クリニック 下関市豊北町大字阿川３７９６の常　勤:    1本クリニック　理事長 移転     一般    19現存
     １ (医       1)　木本　和之 平30. 5. 1内   循   消  
     小   耳   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117478,1085,3 重本内科 〒759-6312 083-774-4353医療法人社団誠洋会　重本　歴 平 9.11. 1内   小   診療所
     下関市豊浦町大字黒井２３６６の常　勤:    1理事長　重本　歴 組織変更 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117578,1088,7 千葉クリニック 〒750-0441 083-766-0501医療法人社団千葉クリ千葉　武彦 平11.11. 1一般 診療所
     下関市豊田町大字中村６の１ 常　勤:    1ニック　理事長　千葉 組織変更     一般    12現存
     (医       1)　武彦 平29.11. 1胃   外   こう
     麻   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117678,1091,1 藤井クリニック 〒759-5511 083-782-0566医療法人社団藤井クリ藤井　之正 平12.12. 1内   麻   診療所
     下関市豊北町大字滝部３１４６の常　勤:    1ニック　理事長　藤井 組織変更 現存
     ２ (医       1)　之正 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117778,1093,7 あめやまクリニック 〒750-0313 083-288-1000飴山　晶 飴山　晶 平13.11. 1外   内   麻  診療所
     下関市菊川町大字田部１１４８の常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ５ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117878,1095,2 下関市立豊田中央病院〒750-0404 083-768-0006下関市長　前田　晋太篠原　孝宏 平15. 4. 1内   外   診療所
     殿居診療所 下関市豊田町大字荒木５１の２ 常　勤:    1郎 移転 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117978,1097,8 医療法人社団　じょう〒759-6303 083-776-5151医療法人社団　じょう城野　憲史 平15.12. 1内   外   リハ診療所
     のクリニック 下関市豊浦町大字宇賀７４４４の常　勤:    1のクリニック　理事長 組織変更 現存
     ２ (医       1)　城野　憲史 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118079,1001,8 美祢市立美東病院 〒754-0211 08396-2-0515美祢市長　西岡　晃 村上　不二夫 平11.12.27一般 病院
     美祢市美東町大田３８００ 常　勤:    6 移転     一般    60療養病床
     (医       6) 平29.12.27療養 現存
     非常勤:   21     療養    34
     (医      21) 療養
         療養     6
     内   外   整外
     婦   眼   皮  
     耳い リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118179,1016,6 青景園診療所 〒754-0602 0837-65-2244社会福祉法人豊徳会　時澤　史郎 昭52. 5. 1内   診療所
     美祢市秋芳町青景１８７３ 常　勤:    1理事長　椎木　誠二 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［山口県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成   141 頁

 118279,1018,2 医療法人社団豊美会　〒754-0122 08396-5-0301医療法人社団豊美会　河野　佳宣 昭58. 5. 1精神 病院
     田代台病院 美祢市美東町真名２９４１ 常　勤:    4理事長　河野　佳宣 新規     精神   100現存
     (医       4) 平28. 5. 1精神
     非常勤:   16     精神   100
     (医      16) 精神
         精神   102
     精   神内 内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118379,1022,4 崎内科医院 〒754-0211 08396-2-5066 崎　美樹 崎　美樹 平 9.12. 1内   小   リハ診療所
     美祢市美東町大田５４５７の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118479,1023,2 時澤医院 〒754-0511 0837-62-0015時澤　史郎 時澤　史郎 平11. 1.26内   診療所
     美祢市秋芳町秋吉５０４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118579,1025,7 あきよし竹尾クリニッ〒754-0511 0837-63-0088竹尾　善文 竹尾　善文 平18.10. 1内   外   リハ診療所
     ク 美祢市秋芳町秋吉５４４１の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118679,1026,5 医療法人社団さかい内〒754-0511 0837-62-1200医療法人社団さかい内坂井　久憲 平19. 4. 1内   呼   循  診療所
     科クリニック 美祢市秋芳町秋吉５３４１の３ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　坂井　久憲 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118780,1023,0 医療法人杏祐会　三隅〒759-3802 0837-43-0711医療法人杏祐会　理事國生　成司 昭41. 8. 1精神 病院
     (80,3005,1) 病院 長門市三隅中３２４２ 常　勤:    2長　斉木　良彦 新規     精神   120現存
     (医       2) 平29. 8. 1精神
     非常勤:   20     精神    60
     (医      20) 精   神   歯  
     内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118880,1033,9 医療法人社団福寿会　〒759-4402 0837-37-3911医療法人社団福寿会　錦織　悟 昭62. 1. 1精神       138病院
     福永病院 長門市日置中２４９０ 常　勤:    1理事長　錦織　悟 新規 内   精   心内現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118980,1039,6 医療法人良裕会　戸嶋〒759-4623 0837-34-0003医療法人良裕会戸嶋医戸嶋　良博 平10. 4. 1内   循   診療所
     医院 長門市油谷向津具下３３６９の２常　勤:    1院　理事長　戸嶋　良 組織変更 現存
     (医       1)博 平28. 4. 1
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 119081,1013,9 阿武町国民健康保険　〒758-0611 08388-5-0863阿武町長　花田　憲彦政井　俊憲 昭32. 7. 1内   小   診療所
     福賀診療所 阿武郡阿武町大字福田下１４０７常　勤:    1 新規 現存
     の３ (医       1) 平29. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119181,1014,7 萩市国民健康保険　む〒758-0304 08388-6-0149萩市長　藤道　健二 前川　恭子 昭50. 5. 6内   小   診療所
     つみ診療所 萩市大字吉部上３１７４の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119281,1025,3 萩市国民健康保険弥富〒759-3302 08387-8-2311萩市長　藤道　健二 中山　隆安 昭35. 7. 1内   診療所
     診療センター 萩市大字弥富下３９９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119381,1037,8 萩市国民健康保険川上〒758-0141 0838-54-2014萩市長　藤道　健二 佐久間　暢夫 平 9. 4. 1内   小   診療所
     診療所 萩市大字川上４５０２の２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119481,1063,4 医療法人杏和会藤原医〒759-1342 08395-4-0331医療法人杏和会　理事藤原　弘 平 9. 1. 1外   内   小  診療所
     院 山口市阿東生雲中１８８の７ 常　勤:    1長　藤原　弘 移転 リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119581,1064,2 三浦医院 〒759-1512 08395-6-0500三浦　傅夫 三浦　傅夫 平 4.12. 1内   小   診療所
     山口市阿東徳佐中３００３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119681,1065,9 齋藤医院 〒759-3622 08388-2-2838医療法人齋藤医院　理齋藤　瑛 平 5.11. 1内   外   消  診療所
     阿武郡阿武町大字奈古２８６０番常　勤:    2事長　齋藤　瑛 新規 小   放   現存
     地１ (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119781,1069,1 澤田医院 〒759-1421 083-952-0302澤田　英明 澤田　英明 平 7. 7. 1一般        19診療所
     山口市阿東地福上１８５４ 常　勤:    1 新規 内   消   外  現存
     (医       1) 平28. 7. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119881,1072,5 萩市国民健康保険明木〒754-0411 0838-55-5001萩市長　藤道　健二 桂　春作 平11. 3. 1内   整外 リハ診療所
     診療所 萩市大字明木２９３７の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119981,1074,1 萩市国民健康保険福川〒758-0212 0838-52-0027萩市長　藤道　健二 勝部　聡太 平16. 4. 1内   小   外  診療所
     診療所 萩市大字福井下３９９４の１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120088,1005,0 山口大学医学部附属病〒755-8505 0836-22-2111国立大学法人山口大学杉野　法広 昭42. 6. 1一般       586特定機能
     (88,3005,4) 院 宇部市南小串１丁目１番１号 常　勤:  269　学長　岡　正朗 新規 精神        51病院
     (医     260) 平30. 6. 1一般        10現存
     (歯       9) 一般        10
     非常勤:  222 一般        12
     (医     217) 一般        18
     (歯       5) 一般         8
     一般        41
     内   呼内 精  
     心内 小   アレ
     外   心外 呼外
     小外 整外 リウ
     皮   ひ   眼  
     耳い 放   産婦
     麻   脳外 歯外
     神内 臨床 病理
     救命 リハ 他  
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120188,1044,9 独立行政法人国立病院〒742-1352 0820-27-0211独立行政法人国立病院住元　了 平 2. 7. 1一般       280病院
     (88,3044,3) 機構柳井医療センター柳井市伊保庄９５ 常　勤:   12機構　柳井医療センタ 新規 内   脳内 小  現存
     (医      12)ー院長　住元　了 平29. 7. 1呼内 循   外  
     非常勤:   11 整外 皮   ひ  
     (医       9) リハ 歯   他  
     (歯       2) 他：人工透析外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120288,1097,7 独立行政法人国立病院〒755-0241 0836-58-2300独立行政法人国立病院亀井　治人 昭32. 7. 1一般       186病院
     (88,3097,1) 機構　山口宇部医療セ宇部市大字東岐波６８５ 常　勤:   28機構　山口宇部医療セ 新規 一般       120現存
     ンター (医      28)ンター院長　亀井　治 平29. 7. 1一般         4
     非常勤:   25人 一般        25
     (医      23) 結核        30
     (歯       2) 内   外   呼内
     他   神内 呼外
     整外 精   小  
     耳い リハ 放  
     病理 臨床 歯  
     麻   
     他：消内、循内
     、腫瘍内科、緩
     和ケア内科、乳
     ・消外
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 120388,1268,4 独立行政法人国立病院〒740-8510 0827-34-1000独立行政法人国立病院谷本　光音 平25. 3.24一般 地域支援
     機構岩国医療センター岩国市愛宕町１丁目１－１ 常　勤:   82機構岩国医療センター 移転     一般   530病院
     (医      82)　院長　谷本　光音 平25. 3.24内   他   呼内現存
     非常勤:   33 神内 小   放  
     (医      33) 外   心外 脳外
     整外 胸外 小外
     形外 ひ   産  
     婦   眼   耳い
     皮   麻   リハ
     精   病理 
     消、循、腎、糖
     、肝）内、消外
     、小循、乳外、
     救、血内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120488,1693,3 独立行政法人国立病院〒752-8510 083-241-1199独立行政法人国立病院林　弘人 平21. 4.15一般 地域支援
     (88,3293,6) 機構　関門医療センタ下関市長府外浦町１番１号 常　勤:   65機構　関門医療センタ 移転     一般   370病院
     ー (医      64)ー　院長　林　弘人 平27. 4.15一般 現存
     (歯       1)     一般    24
     非常勤:    6 一般
     (医       6)     一般     6
     内   神内 呼内
     外   脳外 整外
     呼外 眼   精  
     リウ 小   皮  
     ひ   産婦 歯外
     耳い リハ 麻  
     病理 臨床 他  
     他（消肝循糖・
     血女腫）内、消
     外内視外乳外放
     診放治救
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


