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    101,1021,9 大分下郡病院 〒870-0926 097-569-1021医療法人同仁会　理事児島　克博 昭35.10. 1精神       384病院
     大医21 大分市大字下郡１４１０番地 常　勤:    9長　大藤　崇 新規 精   心内 内  現存
     (医       9) 平29.10. 1神   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1069,8 佐藤病院 〒870-0838 097-543-6332医療法人明和会　理事宇都宮　和則 昭35.10. 1精神       369病院
     大医69 大分市桜ケ丘７番６７号 常　勤:    9長　宇都宮　和則 新規 精   心内 内  現存
     (医       9) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1104,3 今村病院 〒870-0022 097-532-5181医療法人芝蘭会　理事今村　純忠 昭37. 4. 1一般        60病院
     大医104 大分市大手町３丁目２番２９号 常　勤:    2長　今村　純忠 新規 整外 外   胃  現存
     (医       2) 平28. 4. 1内   呼   リハ
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1105,0 城東病院 〒870-0924 097-558-7828医療法人愛敬会　理事山田　滋 昭37. 7. 1精神       104病院
     大医105 大分市牧２丁目１６－１６ 常　勤:    3長　山田　滋 新規 精   現存
     (医       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1125,8 タキオ保養院 〒870-0943 097-569-0870医療法人愛恵会　理事河村　幸佐 昭37. 9. 1精神       170病院
     大医125 大分市大字片島１３５５番地 常　勤:    5長　原尻　薫 新規 精   心内 現存
     (医       4) 平28. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1132,4 園田医院 〒870-0021 097-536-1769園田　英彦 園田　英彦 昭38. 3. 1一般        19診療所
     大医132 大分市府内町１丁目３番１号 常　勤:    1 新規 内   小   放  現存
     (医       1) 平29. 3. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1146,4 住友化学株式会社大分〒870-0106 097-523-1125住友化学株式会社大分園田　祥子 昭34. 8. 1内   皮   診療所
     大医146 工場　健康推進センタ大分市大字鶴崎２２００番地 常　勤:    1工場　工場長　長田　 新規 現存
     ー (医       1)伸一郎 平28. 9.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    801,1271,0 医療法人社団親和会　〒870-1111 097-597-0093医療法人社団親和会　衛藤　龍 昭43. 9. 1精神       232病院
     大医271 衛藤病院 大分市大字上判田３４３３番地 常　勤:    8理事長　衛藤　龍 新規 精   内   他  現存
     (医       7) 平28. 9. 1（老年精神科）
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1272,8 オアシス第二病院 〒870-0103 097-527-2500医療法人善昭会　理事川野　克則 昭43. 9. 1一般       108病院
     大医272 大分市東鶴崎２丁目３番３０号 常　勤:    3長　日野　洋 新規 外   内   神内現存
     (医       3) 平28. 9. 1呼内 リハ 他  
     非常勤:    7 （肛門外科、消
     (医       7) 化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1309,8 社会医療法人恵愛会　〒870-0022 097-536-5050社会医療法人恵愛会　中村　太郎 昭41.12. 1一般       260病院
     大医309 大分中村病院 大分市大手町３丁目２番４３号 常　勤:   29理事長　中村　太郎 新規 整外 外   脳外現存
     (医      29) 平24. 9. 1内   呼内 形外
     非常勤:   22 ひ   リハ リウ
     (医      22) 心外 産婦 眼  
     放   麻   皮  
     臨床 他   
     他：外科（脊椎
     ・手・肛門）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1332,0 新日鐵住金株式会社　〒870-0992 097-553-2045新日鐵住金株式会社　油布　文枝 昭47. 3. 1内   外   精  診療所
     大医332 大分製鐵所　構内診療大分市大字西ノ洲１番地 常　勤:    1大分製鐵所　所長　上 新規 現存
     所 (医       1)野　浩光 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1402,1 高山内科医院 〒870-1123 097-568-3157髙山　陸雄 髙山　陸雄 昭51. 1. 1内   呼   胃  診療所
     大医402 大分市大字寒田字軒田１１１６－常　勤:    1 新規 循   小   現存
     ３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1436,9 明野中央病院 〒870-0161 097-558-3211医療法人社団唱和会　中村　英次郎 昭53.11. 1一般        75病院
     大医436 大分市明野東２丁目７番３３号 常　勤:    9理事長　中村　 子 組変 内   整外 リウ現存
     (医       9) 平29.11. 1形外 リハ 麻  
     非常勤:    8 放   他   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1453,4 正内科医院 〒870-0848 097-549-2559正　直温 正　直温 昭54.11. 1一般        19診療所
     大医453 大分市賀来北３丁目１番３号 常　勤:    2 所変 内   現存
     (医       2) 平24.11. 1
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   1501,1476,5 大分泌尿器科病院 〒870-0023 097-532-3177医療法人圭成会　理事宮内　聡秀 昭56. 5. 1一般        60病院
     大医476 大分市長浜町２丁目１番３２号 常　勤:    3長　宮内　聡秀 新規 ひ   現存
     (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1481,5 リバーサイド病院 〒870-1133 097-568-7991医療法人社団青樹会　佐々木　一郎 昭56. 7. 1精神       234病院
     大医481 大分市大字宮崎６番地の３ 常　勤:    5理事長　荒木　康夫 組変 内   精   神  現存
     (医       5) 平29. 7. 1心内 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1483,1 たねだ内科 〒870-0855 097-545-1122種子田　秀樹 種子田　秀樹 昭56.10. 1一般        10診療所
     大医483 大分市大字豊饒２６６番地の２ 常　勤:    2 新規 療養         9療養病床
     (医       2) 平29.10. 1内   胃   循  現存
     放   形外 美外
     皮   他   
     他：美容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1486,4 大分健生病院 〒870-0935 097-558-5140大分県医療生活協同組酒井　誠 昭57. 1. 1一般       130病院
     大医486 大分市古ケ鶴１丁目１－１５ 常　勤:   13合　理事長　楢原　真 組変 内   神内 呼  現存
     (医      13)由美 平30. 1. 1消   循   小  
     非常勤:   16 外   整外 リハ
     (医      16) 放   皮   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1494,8 高瀬医院 〒870-0021 097-535-1573高瀬　秀朗 高瀬　秀朗 昭58. 2. 1内   消   診療所
     大医494 大分市府内町３－７－２８　井上常　勤:    1 新規 現存
     ビル (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1499,7 丸井整形外科医院 〒870-0103 097-522-2245丸井　俊一 丸井　俊一 昭58. 4. 1一般        19診療所
     大医499 大分市東鶴崎１－６－２３ 常　勤:    1 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1500,2 山手皮膚科医院 〒870-0919 097-551-3900山手　哲明 山手　哲明 昭58. 4. 1皮   診療所
     大医500 大分市新栄町２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1507,7 永田眼科医院 〒870-0035 097-537-0808永田　裕二 永田　裕二 昭58. 7. 1眼   診療所
     大医507 大分市中央町２－２－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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   2301,1512,7 医療法人社団愛育会　〒870-0883 097-543-3939医療法人社団愛育会　衛藤　眞理 昭59. 2. 1一般        19診療所
     大医512 曽根崎産婦人科医院 大分市大字永興１４９番地の３ 常　勤:    2理事長　衛藤　眞理 組変 産   婦   小  現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1513,5 大分記念病院 〒870-0854 097-543-5005医療法人大分記念病院向井　隆一郎 昭59. 2. 1一般        49病院
     大医513 大分市大字羽屋字中須賀３８７－常　勤:   13　理事長　末友　祥正 組変 療養        69現存
     １ (医      13) 平29. 2. 1内   呼内 神内
     非常勤:   12 心内 リウ リハ
     (医      12) アレ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1515,0 緑ケ丘保養園 〒870-0318 097-593-3366医療法人社団淵野会　渕野　勝弘 昭59. 5. 1精神       270病院
     大医515 大分市大字丹生１７４７ 常　勤:    6理事長　渕野　勝弘 組変 精   内   他  現存
     (医       5) 平29. 5. 1他：老年精神科
     (薬       1)
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1522,6 大南クリニック 〒870-1113 097-597-6633阿南　敏郎 阿南　敏郎 昭60. 4. 1内   胃   循  診療所
     大医522 大分市大字中判田１８６４ 常　勤:    2 新規 小   外   こう現存
     (医       2) 平30. 4. 1リハ 麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1523,4 つる皮ふ科医院 〒870-0047 097-536-2261都留　紀子 都留　紀子 昭60. 6. 1皮   診療所
     大医523 大分市中島西１－１－２４中島ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1526,7 丸尾眼科医院 〒870-0919 097-558-5838丸尾　孝一郎 丸尾　孝一郎 昭60. 7. 1眼   診療所
     大医526 大分市新栄町２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1529,1 藤井医院 〒870-0021 097-538-2668藤井　義久 藤井　義久 昭61. 3. 1皮   形外 診療所
     大医529 大分市府内町２－１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1530,9 河野内科 〒870-0934 097-552-1213河野　道昌 河野　道昌 昭61. 3. 1内   呼   消  診療所
     大医530 大分市東津留２－１０－１８ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1531,7 医療法人社団三杏会　〒870-0844 097-544-7171医療法人社団三杏会　阿部　克成 昭61. 4. 1一般        60病院
     大医531 仁医会病院 大分市大字古国府字中新田７８１常　勤:    5理事長　阿部　克成 組変 内   放   リハ現存
     番地の３ (医       5) 平28. 4. 1他   
     非常勤:   18
     (医      18)
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   3201,1545,7 大分共立病院 〒870-0857 097-543-1177医療法人岡仁会　理事岡　真一郎 昭62. 5. 1一般        73病院
     大医545 大分市大字奥田３０ 常　勤:    4長　岡　真一郎 新規 内   外   ひ  現存
     (医       4) 平29. 5. 1他   
     非常勤:   11 他：消化器内科
     (医      11) 、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1546,5 大分内科腎クリニック〒870-0025 097-535-1565医療法人社団顕腎会大松山　誠 昭62. 5. 1内   他   診療所
     大医546 大分市顕徳町３丁目１番５号 常　勤:    1分内科クリニック　理 新規 他：腎臓内科、現存
     (医       1)事長　松山　誠 平29. 5. 1人工透析内科、
     非常勤:    2 糖尿病内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1553,1 医療法人社団親和会　〒870-1113 097-597-6150医療法人社団親和会　松永　研一 昭62.11. 1一般        58病院
     大医553 えとう内科病院 大分市大字中判田１４２８番地の常　勤:    6理事長　衛藤　龍 組変 内   精   心内現存
     １ (医       5) 平29.11. 1呼内 リハ 放  
     (薬       1) アレ リウ 他  
     非常勤:   42 （循環器内科、
     (医      42) 消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1556,4 大分県勤労者医療生活〒870-1133 097-568-2333大分県勤労者医療生活山本　真 昭62.11. 1一般        40病院
     大医556 協同組合　大分協和病大分市大字宮崎９５３番地の１ 常　勤:    3協同組合　理事長　山 組変 内   呼   神内現存
     院 (医       3)本　真 平29.11. 1小   リハ 心内
     非常勤:   10 循   放   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1560,6 医療法人八宏会　有田〒870-0924 097-556-1772医療法人八宏会　理事白水　章夫 昭63. 1. 1一般        94病院
     大医560 胃腸病院 大分市牧１丁目２番６号 常　勤:    9長　有田　毅 組変 消   こう 放  現存
     (医       9) 平30. 1. 1外   内   リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1561,4 内科阿部医院 〒870-0039 097-538-1633医療法人社団信成会内阿部　信行 昭63. 1. 1内   他   診療所
     大医561 大分市中春日町１６番１３号 常　勤:    2科阿部医院　理事長　 組変 現存
     (医       2)阿部　信行 平30. 1. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1562,2 永冨脳神経外科病院 〒870-0820 097-545-1717医療法人健裕会　理事永冨　裕文 昭63. 2. 1一般       122病院
     大医562 大分市西大道２丁目１番２０号 常　勤:   14長　永冨　裕文 組変 療養        31現存
     (医      13) 平30. 2. 1脳外 神内 リハ
     (薬       1) 放   他   
     非常勤:   68 他：脳血管内科
     (医      68) 、神経眼科、呼
     吸器・消化器科
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   3901,1575,4 医療法人慈善会　膳所〒870-0026 097-534-0035医療法人慈善会　理事膳所　憲二 昭64. 1. 1一般        48病院
     大医575 病院 大分市金池町１丁目１１番３号 常　勤:    4長　膳所　憲二 新規 内   胃   外  現存
     (医       3) 平28. 1. 1整外 こう ひ  
     (薬       1) 皮   麻   
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1578,8 大分岡病院 〒870-0105 097-522-3131社会医療法人敬和会　立川　洋一 平元. 2. 1一般       224病院
     (01,3561,8) 大分市西鶴崎３丁目７番１１号 常　勤:   48理事長　岡　敬二 組変 内   呼内 外  現存
     大医578 (医      44) 平28. 2. 1心外 整外 神内
     (歯       4) 産婦 リハ こう
     非常勤:   32 麻   形外 脳外
     (医      30) 皮   放   歯  
     (歯       2) 歯外 矯歯 精  
     病理 ひ   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1580,4 福沢眼科 〒870-0887 097-544-3433医療法人福沢眼科　理福澤　俊文 平元. 2. 1眼   診療所
     大医580 大分市大字奥田７３８番地の１ 常　勤:    1事長　福澤　俊文 組変 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1581,2 阿部循環器クリニック〒870-0921 097-552-1567医療法人恵伸会　理事阿部　正威 平元. 2. 1一般        12診療所
     大医581 大分市萩原３丁目２２番２８号 常　勤:    1長　阿部　正威 組変 療養         6療養病床
     (医       1) 平28. 2. 1内   呼   消  現存
     非常勤:    1 循   小   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1582,0 岡本小児科医院 〒870-0822 097-543-2779医療法人岡本小児科医岡本　倫彦 平元. 2. 1小   診療所
     大医582 大分市大道町３丁目３番６３号 常　勤:    1院　理事長　岡本　倫 組変 現存
     (医       1)彦 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1591,1 嶋津医院 〒870-0047 097-532-3520医療法人嶋津医院　理嶋津　義久 平元. 6. 1一般        19診療所
     大医591 大分市中島西１丁目５番８号 常　勤:    2事長　嶋津　義久 組変 内   呼内 小  現存
     (医       2) 平28. 6. 1他   
     （消化器内科、
     循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1603,4 えもと内科クリニック〒870-0021 097-532-3395医療法人江本内科医院江本　浩幸 平元. 9. 1一般        15診療所
     大医603 大分市府内町２丁目５番３７号 常　勤:    1　理事長　江本　浩幸 組変 内   呼   消  現存
     (医       1) 平28. 9. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4601,1605,9 安達産婦人科 〒870-1133 097-569-1123医療法人創生会　理事安達　正武 平元. 9. 1一般        14診療所
     大医605 大分市大字宮崎９３７番地の４ 常　勤:    1長　安達　正武 組変 産婦 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1607,5 博愛診療所 〒870-0868 097-549-0858医療法人謙誠会　理事長尾　紳一郎 平元. 9. 1一般        19診療所
     大医607 大分市大字野田８１８番地 常　勤:    2長　釘宮　誠司 組変 精   神内 内  現存
     (医       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1608,3 三好医院 〒870-0127 097-522-1010医療法人泰山会　理事三好　敦生 平元. 9. 1一般        19診療所
     大医608 大分市大字森町５３４番地の１０常　勤:    1長　三好　敦生 組変 内   消   循  現存
     (医       1) 平28. 9. 1外   こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1613,3 仲宗根病院 〒870-1153 097-541-1040医療法人とよみ会　理松下　裕貴 平元.11. 1精神       144病院
     大医613 大分市大字小野鶴１３５３番地 常　勤:    2事長　仲宗根　玄吉 組変 精   心内 現存
     (医       2) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1614,1 金谷小児科医院 〒870-0953 097-568-5522医療法人金谷小児科医金谷　能明 平元.11. 1小   診療所
     大医614 大分市下郡東１丁目４番８号 常　勤:    2院　理事長　金谷　正 組変 現存
     (医       2)明 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1615,8 福田内科医院 〒870-0309 097-593-3355医療法人福田内科医院藤木　美和 平元.11. 1内   呼   胃  診療所
     大医615 大分市坂ノ市西２丁目１番５号 常　勤:    1　理事長　藤木　美和 組変 循   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1616,6 阿部眼科医院 〒870-0007 097-533-0026医療法人文謙会　理事阿部　文英 平元.11. 1一般        12診療所
     大医616 大分市王子南町２－３４ 常　勤:    1長　阿部　文英 組変 眼   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1618,2 嶋田循環器科内科 〒870-0251 097-592-0525医療法人博寿会　理事嶋田　博文 平元.12. 1一般        19診療所
     大医618 大分市大在中央１丁目１０番１７常　勤:    2長　嶋田　丞 組変 循   内   現存
     号 (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1622,4 玄同内科医院 〒870-1173 097-541-6663医療法人靖和会　理事仲間　薫 平 2. 2. 1一般        19診療所
     大医622 大分市大字横瀬４９３番地の１ 常　勤:    3長　玄同　靖正 組変 内   呼   胃  現存
     (医       3) 平29. 2. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1623,2 織部内科クリニック 〒870-0022 097-536-1525医療法人織部内科クリ織部　和宏 平 2. 2. 1内   消   循  診療所
     大医623 大分市大手町２丁目１番１５号 常　勤:    2ニック　理事長　織部 組変 放   現存
     (医       1)　和宏 平29. 2. 1
     (薬       1)
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   5601,1626,5 国東循環器クリニック〒870-1152 097-541-4886医療法人明昇会　理事大石　健司 平 2. 6. 1一般        19診療所
     大医626 大分市大字上宗方４１７番地の６常　勤:    3長　大石　健司 組変 内   他   現存
     (医       3) 平29. 6. 1他：腎臓内科，
     人口透析内科，
     糖尿病内科，循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1627,3 牧野皮膚科形成外科内〒870-0161 097-558-6588医療法人純医会　理事牧野　純造 平 2. 6. 1皮   形外 美外診療所
     大医627 科医院 大分市明野東２丁目３２番２７号常　勤:    2長　牧野　純造 組変 内   小   麻  現存
     (医       2) 平29. 6. 1他   
     他：美容皮膚科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1628,1 藤沢小児科・アレルギ〒870-0128 097-522-3705医療法人信友会　理事藤沢　信裕 平 2. 6. 1小   アレ 診療所
     大医628 ー科 大分市大字森５４１番地 常　勤:    1長　藤沢　信裕 組変 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1631,5 佐藤耳鼻咽喉科 〒870-0852 097-544-6111医療法人佐藤耳鼻咽喉佐藤　意生 平 2. 7. 1一般         7診療所
     大医631 大分市大字奥田５０１番地の２ 常　勤:    1科　理事長　佐藤　意 組変 耳い 気食 現存
     (医       1)生 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1633,1 健眼会　野田眼科 〒870-0037 097-537-2026医療法人健眼会野田眼野田　修二 平 2. 7. 1一般         8診療所
     大医633 大分市東春日町７番１６号 常　勤:    2科　理事長　野田　修 組変 眼   現存
     (医       2)二 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1636,4 姫野内科医院 〒870-0241 097-522-1512医療法人姫野内科医院姫野　幹人 平 2. 9. 1内   呼   消  診療所
     大医636 大分市庄境４番１０号 常　勤:    2　理事長　姫野　幹人 組変 循   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1637,2 昭和電工株式会社大分〒870-0189 097-527-5984昭和電工株式会社大分水谷　明男 平 2. 9. 1内   診療所
     大医637 事務所　健康管理セン大分市大字中ノ洲２番地 常　勤:    2事務所　所長　草彅　 新規 現存
     ター (医       2)美行 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1638,0 近藤整形外科 〒870-0137 097-558-2181医療法人近藤整形外科近藤　稔 平 2. 9. 1一般        16診療所
     大医638 大分市寺崎町１丁目１番６号 常　勤:    2　理事長　近藤　稔 組変 整外 リハ 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1639,8 医療法人松栄会　松坂〒870-0822 097-545-8020医療法人松栄会　理事松坂　征夫 平 2. 9. 1一般        19診療所
     大医639 さとう消化器内科 大分市大道町１丁目２番１号 常　勤:    2長　松坂　征夫 組変 他   内   現存
     (医       2) 平29. 9. 1他：消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1643,0 ももぞの小児科クリニ〒870-0135 097-551-3600医療法人ももぞの小児福井　利法 平 2.10. 1小   アレ 診療所
     大医643 ック 大分市仲西町１丁目６番１２号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組変 現存
     (医       1)　福井　利法 平29.10. 1
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   6601,1645,5 佐々木医院 〒870-0046 097-536-0026医療法人佐々木医院　山下　佳子 平 2.12. 1一般         7診療所
     大医645 大分市荷揚町２番１５号 常　勤:    2理事長　佐々木　忠重 組変 耳い リハ 整外現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1646,3 辛島内科・消化器内科〒870-0877 097-549-3333医療法人信愛会　理事辛島　卓 平 3. 1. 1一般        13診療所
     大医646 大分市大字賀来１２６１番地 常　勤:    1長　辛島　和夫 組変 療養         6療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1内   放   リハ現存
     非常勤:    1 外   麻   整外
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1647,1 植田泌尿器科医院 〒870-0251 097-593-0005植田　覺 植田　覺 平 3. 1. 1ひ   診療所
     大医647 大分市大在中央２丁目５番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1648,9 大分整形外科病院 〒870-0936 097-552-5151医療法人一信会　理事大田　秀樹 平 3. 1. 1一般        76病院
     大医648 大分市岩田町１丁目１番４１号 常　勤:   10長　木田　浩隆 組変 整外 リハ 麻  現存
     (医      10) 平30. 1. 1リウ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1652,1 織部病院 〒870-0852 097-544-2377医療法人凱風会　理事中村　直子 平 3. 5. 1一般        36病院
     大医652 大分市大字奥田７３６番地の５ 常　勤:    3長　織部　哲也 組変 内   呼内 放  現存
     (医       3) 平30. 5. 1他   
     非常勤:   14 （消化器内科、
     (医      14) 循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1653,9 加﨑医院 〒870-0104 097-527-2708医療法人悠久会　理事加﨑　悠紀夫 平 3.11. 1内   胃   呼  診療所
     大医653 大分市南鶴崎３丁目１番１９号 常　勤:    1長　加﨑　悠紀夫 組変 小   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1654,7 濱田皮膚科医院 〒870-0104 097-521-4144医療法人尚宏会　理事濱田　尚宏 平 3.11. 1皮   診療所
     大医654 大分市南鶴崎２丁目５番１１号 常　勤:    2長　濱田　尚宏 組変 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1657,0 福光医院 〒870-0941 097-568-0070医療法人福光医院　理福光　賞真 平 3.11. 1一般        12診療所
     大医657 大分市大字下郡１８５４番地の１常　勤:    1事長　福光　賞真 組変 内   精   外  現存
     (医       1) 平24.11. 1心内 整外 他  
     （胃腸内科、肛
     門外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1661,2 佐藤内科クリニック 〒870-0165 097-552-5777佐藤　賢士 佐藤　賢士 平 4. 2. 1内   呼   消  診療所
     大医661 大分市明野北４丁目１番１号山本常　勤:    1 新規 循   現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
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   7501,1662,0 大分労働衛生管理セン〒870-0155 097-552-7788一般財団法人西日本産宮川　勇生 平 4. 2.17内   診療所
     大医662 ター　附属大分産業衛大分市高城南町１１－７ 常　勤:    7業衛生会　理事長　長 所変 現存
     生診療所 (医       7)竹　美義 平28. 2.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1663,8 大分丘の上病院 〒879-7501 097-597-3660医療法人善慈会　理事帆秋　善生 平 4. 4. 1精神       140病院
     大医663 大分市大字竹中１４０３番地 常　勤:    4長　帆秋　善生 組変 精   神内 心内現存
     (医       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1664,6 弓崎耳鼻咽喉科・気管〒870-0003 097-532-2224医療法人星水会　理事弓崎　明輝 平 4. 4. 1耳い 気食 診療所
     大医664 食道科 大分市生石３丁目１番２９号 常　勤:    1長　弓崎　明輝 組変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1666,1 梶本医院 〒870-1123 097-568-3366医療法人展寿会　理事梶本　展孝 平 4. 4. 1一般        13診療所
     大医666 大分市大字寒田２３５番地の１６常　勤:    2長　梶本　展孝 組変 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平28. 4. 1循   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1668,7 織部消化器科 〒870-0128 097-523-0033医療法人織部消化器科織部　孝史 平 4. 4. 1一般        19診療所
     大医668 大分市大字森３８６番地 常　勤:    1　理事長　織部　孝史 新規 内   消   外  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1672,9 千代田レディースクリ〒870-0021 097-535-1060医療法人千代田レディ千代田　隆児 平 4. 5. 1一般         3診療所
     大医672 ニック 大分市府内町２丁目３番２５号 常　勤:    1ースクリニック　理事 組変 婦   内   心内現存
     (医       1)長　千代田　隆児 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1682,8 宮本耳鼻咽喉科医院 〒870-0822 097-546-3387医療法人健耳会　理事宮本　和雄 平 4. 9.14耳い 診療所
     大医682 大分市大道町４丁目５－３０Ｍビ常　勤:    1長　宮本　和雄 所変 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平28. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1684,4 ひがし内科医院 〒870-1152 097-541-0189医療法人春風会　理事東　喬太 平 5. 3. 1内   呼内 他  診療所
     大医684 大分市大字上宗方５２４番地の１常　勤:    1長　東　喬太 組変 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8301,1685,1 すずかけ岡本クリニッ〒870-0033 097-532-3312医療法人新寿会　理事岡本　健二郎 平 5. 3. 1一般        19診療所
     大医685 ク 大分市千代町２丁目３番４５号 常　勤:    2長　岡本　龍治 組変 内   他   現存
     (医       2) 平29. 3. 1（糖尿病内科、
     非常勤:    1 胃腸内科）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1687,7 萱嶋医院 〒870-0888 097-545-2560医療法人良和会　理事萱嶋　和子 平 5. 4. 1内   消   小  診療所
     大医687 大分市大字永興１１８番地の５ 常　勤:    2長　萱嶋　和子 組変 外   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1689,3 長峰内科・胃腸内科ク〒870-0822 097-543-1411長峰　健二 長峰　健二 平 5. 4. 1内   呼内 他  診療所
     大医689 リニック 大分市大道町４－５－２７－２Ｆ常　勤:    1 新規 他：胃腸内科、現存
     (医       1) 平29. 4. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1694,3 大嶋医院 〒879-7501 097-597-0015医療法人大和会　理事大嶋　和海 平 5. 6. 1一般        19診療所
     大医694 大分市大字竹中２６６６番地 常　勤:    1長　大嶋　和海 所変 胃   外   整外現存
     (医       1) 平29. 6. 1麻   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1695,0 おおつかクリニック 〒870-0032 097-535-1122医療法人進修会　理事大塚　誠一郎 平 5.11. 1一般        10診療所
     大医695 大分市住吉町１丁目２番１６号 常　勤:    1長　大塚　誠一郎 組変 療養         9療養病床
     (医       1) 平29.11. 1外   呼   胃  現存
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1696,8 仙波整形外科 〒870-0887 097-543-0606医療法人南山会　理事仙波　圭 平 5.11. 1一般        18診療所
     大医696 大分市大字奥田７６６番地１ 常　勤:    2長　仙波　圭 組変 療養         1療養病床
     (医       2) 平29.11. 1整外 皮   リハ現存
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1697,6 ハートクリニック 〒870-1132 097-568-5446医療法人優心会　理事小野　隆宏 平 5.11. 1一般        19診療所
     大医697 大分市大字光吉１４３０番地の２常　勤:    3長　小野　隆宏 組変 内   呼内 形外現存
     ７ (医       2) 平29.11. 1皮   リハ 小  
     (薬       1) 他   
     非常勤:    1 （循環器内科、
     (医       1) 消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1698,4 吉田胃腸科・外科・肛〒870-0267 097-593-3511医療法人正宏会　理事吉田　正樹 平 5.11. 1一般        19診療所
     大医698 門科 大分市大字城原１７６９番地の９常　勤:    1長　吉田　正樹 組変 消   外   こう現存
     (医       1) 平29.11. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1699,2 神﨑循環器クリニック〒870-0021 097-538-2550医療法人社団神﨑循環神﨑　維康 平 5.11. 1循   内   診療所
     大医699 大分市府内町１丁目６番３８号 常　勤:    2器クリニック　理事長 組変 現存
     (医       2)　神﨑　維康 平29.11. 1
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   9201,1700,8 蔭山眼科 〒870-0104 097-522-1671医療法人蔭山眼科　理蔭山　誠 平 5.11. 1一般         5診療所
     大医700 大分市南鶴崎２丁目２番２４号 常　勤:    1事長　蔭山　誠 所変 眼   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1708,1 麻生整形外科クリニッ〒870-0818 097-546-8080医療法人一淑会　理事麻生　邦一 平 6. 6. 1整外 形外 リハ診療所
     大医708 ク 大分市新春日町２丁目３番１３号常　勤:    1長　麻生　邦一 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1710,7 おの内科クリニック 〒870-1121 097-568-8488医療法人厚明会　理事小野　哲男 平 6. 7. 1一般         3診療所
     大医710 大分市大字鴛野字行衛１０１８番常　勤:    1長　小野　哲男 新規 内   呼   消  現存
     地の１ (医       1) 平24. 7. 1循   小   精  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1715,6 大分県こころとからだ〒870-1155 097-541-6290大分県知事　広瀬　勝土山　幸之助 平 6.11. 1精   神   診療所
     大医715 の相談支援センター 大分市大字玉沢字平石９０８番地常　勤:    2貞 所変 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1718,0 馬場政宏クリニック 〒870-0021 097-532-2567医療法人緑心会　理事馬場　政宏 平 7. 1. 1精   心内 内  診療所
     大医718 大分市府内町１丁目４番１１号 常　勤:    2長　馬場　政宏 組変 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1719,8 くまがい産婦人科 〒870-0254 097-592-1000医療法人くまがい産婦熊谷　淳二 平 7. 1. 1一般        15診療所
     大医719 大分市横塚２丁目４番５号 常　勤:    1人科　理事長　熊谷　 組変 産婦 現存
     (医       1)淳二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1725,5 コウノ皮膚科医院 〒870-1152 097-542-0845河野　昭彦 河野　昭彦 平 7. 3. 1皮   診療所
     大医725 大分市大字上宗方５５５－７ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1729,7 松田クリニック 〒870-0118 097-523-0088松田　勇人 松田　勇人 平 7. 4. 1内   神内 呼  診療所
     大医729 大分市大字下徳丸字東上鶴１１４常　勤:    1 新規 胃   循   小  現存
     番地の１ (医       1) 平28. 4. 1外   リハ 放  
     リウ アレ 皮  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1734,7 ソフィアクリニック 〒870-0924 097-556-0040医療法人雄山会　理事井上　幾雄 平 7. 6. 1一般        19診療所
     大医734 大分市牧３丁目１５０番地 常　勤:    2長　井上　幾雄 新規 産   婦   小  現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1736,2 吉村耳鼻咽喉科 〒870-0127 097-527-3080医療法人弘聖会　理事吉村　弘之 平 7. 6. 1耳い 診療所
     大医736 大分市大字森町５６５番地の１ 常　勤:    1長　吉村　弘之 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
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  10201,1740,4 医療法人松寿堂西の台〒870-0829 097-543-5600医療法人松寿堂西の台平岡　信子 平 7. 7. 1内   消   循  診療所
     大医740 医院 大分市大字三芳１９５５番地 常　勤:    1医院　理事長　平岡　 組変 小   リハ 現存
     (医       1)信子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1745,3 明野耳鼻咽喉科医院 〒870-0161 097-553-3365医療法人明野耳鼻咽喉藤居　荘二郎 平 7.12. 1耳い 診療所
     大医745 大分市明野東２丁目３３－１４ 常　勤:    1科医院　理事長　藤居 組変 現存
     (医       1)　荘二郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1746,1 和田医院 〒870-0945 097-567-5005医療法人和田医院　理和田　哲哉 平 8. 1. 1外   内   消  診療所
     大医746 大分市大字津守１８８番地の１ 常　勤:    1事長　和田　哲哉 組変 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1748,7 小深田消化器病院 〒870-0849 097-549-4114医療法人社団盛友会　小深田　盛一 平 8. 2. 1一般        40病院
     大医748 大分市賀来南１丁目１５番３１号常　勤:    2理事長　小深田　盛一 組変 胃   外   内  現存
     (医       2) 平29. 2. 1こう リハ 放  
     非常勤:   12 他   
     (医      12) 他：糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1752,9 竹下粧子クリニック 〒870-0047 097-533-2874竹下　粧子 竹下　粧子 平 8. 4. 1精   心内 内  診療所
     大医752 大分市中島西１丁目１番２４号中常　勤:    1 新規 現存
     島ビル２０２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1753,7 松本内科循環器科クリ〒870-0952 097-554-3200医療法人明悠会　理事松本　悠輝 平 8. 6. 1内   呼内 アレ診療所
     大医753 ニック 大分市下郡北３丁目２１番２５号常　勤:    2長　松本　悠輝 新規 心内 他   現存
     (医       2) 平29. 6. 1他：人工透析内
     科、循環器内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1756,0 アンジェリッククリニ〒870-0933 097-558-2020医療法人啓生会　理事浦田　憲一郎 平 8. 7. 1一般        19診療所
     大医756 ック浦田 大分市花津留２丁目１０番２号 常　勤:    1長　浦田　憲一郎 組変 産婦 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1757,8 さとう神経内科・内科〒870-0952 097-554-3000佐藤　洋介 佐藤　洋介 平 8. 7. 1神内 内   リハ診療所
     大医757 クリニック 大分市下郡北一丁目４番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1763,6 立川内科医院 〒870-0921 097-552-2666立川　啓二 立川　啓二 平 8.10. 1内   呼   消  診療所
     大医763 大分市萩原３丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 循   リウ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11101,1766,9 わかば台クリニック 〒870-0274 097-528-1811医療法人さくら会　理山内　千代 平 8.12. 1精   内   神内診療所
     大医766 大分市大字種具字西受７４８番２常　勤:    2事長　山内　千代 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1771,9 医療法人三栄会三宅胃〒870-0325 097-592-0771医療法人三栄会　理事三宅　勝 平 9. 3.24内   外   呼内診療所
     大医771 腸科内科クリニック 大分市久原中央二丁目２番２２号常　勤:    2長　三宅　勝 所変 小   アレ 胃  現存
     (医       2) 平30. 3.24他   
     他：循環器内科
     ・消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1773,5 山下循環器科内科 〒870-1112 097-597-1110医療法人山下循環器科山下　賢治 平 9. 4. 1一般         2診療所
     大医773 大分市大字下判田２３４９番地の常　勤:    1内科　理事長　山下　 所変 内   消   循  現存
     １ (医       1)賢治 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1775,0 緒方内科医院 〒870-0104 097-521-0101医療法人緒方内科　理緒方　敏明 平 9. 5. 1内   呼   循  診療所
     大医775 大分市南鶴崎２丁目７番３４号 常　勤:    1事長　緒方　敏明 組変 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1776,8 三楽会濱田クリニック〒870-0021 097-538-3233医療法人三楽会濱田ク濱田　映 平 9. 5. 1胃   こう 麻  診療所
     大医776 大分市府内町１丁目６番３８号 常　勤:    1リニック　理事長　濱 組変 心内 現存
     (医       1)田　映 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1777,6 谷川医院 〒870-0913 097-558-5578医療法人きさらぎ会　谷川　博文 平 9. 5. 1内   胃   小  診療所
     大医777 大分市松原町２丁目２番２号 常　勤:    1理事長　谷川　博文 組変 放   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1780,0 ヘレネ婦人クリニック〒870-0035 097-532-3555村田　博久 村田　博久 平 9. 5. 1婦   内   診療所
     大医780 大分市中央町１丁目３番１２号大常　勤:    1 新規 現存
     一ビル２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1791,7 天心堂へつぎ診療所 〒879-7761 097-597-5551社会医療法人財団天心松本　泰祐 平 9. 9.14内   外   眼  診療所
     大医791 大分市大字中戸次５１８５番地の常　勤:    3堂　理事長　松本　泰 新規 放   呼内 神内現存
     ２ (医       3)祐 平24. 9.14リウ 耳い 皮  
     非常勤:    4 他   
     (医       4) 他：循環器内科
     、糖尿病・内分
     泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11901,1792,5 社会医療法人財団天心〒879-7761 097-597-5777社会医療法人財団天心石丸　修 平 9. 9.14一般       188病院
     大医792 堂へつぎ病院 大分市大字中戸次字二本木５９５常　勤:   17堂　理事長　松本　泰 所変 内   呼内 外  現存
     ６番地 (医      17)祐 平24. 9.14小   アレ 麻  
     非常勤:   28 整外 脳外 ひ  
     (医      28) 眼   形外 放  
     リハ 耳い リウ
     神内 皮   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1793,3 堀内科 〒870-0107 097-524-0282堀　髙志 堀　髙志 平 9.10. 1内   診療所
     大医793 大分市三佐一丁目７番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1796,6 高城こうのクリニック〒870-0153 097-553-1374医療法人高城こうのク河野　一造 平 9.11. 1内   麻   整外診療所
     大医796 大分市城東町１１番３０号 常　勤:    1リニック　理事長　河 組変 リハ 循   現存
     (医       1)野　一造 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1800,6 渕野病院 〒870-0307 097-592-2181医療法人社団淵野会　渕野　和子 平10. 2.15精神       187病院
     大医800 大分市坂ノ市中央５丁目１番２１常　勤:    4理事長　渕野　勝弘 所変 精   心内 現存
     号 (医       4) 平28. 2.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1802,2 辛島内科クリニック 〒870-0033 097-532-3053辛島　賢士 辛島　賢士 平10. 4. 1一般        19診療所
     大医802 大分市千代町２丁目１－１ 常　勤:    2 開変 内   呼   消  現存
     (医       1) 平28. 4. 1循   小   放  
     (薬       1) 外   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1806,3 河野泌尿器科医院 〒870-0848 097-586-0121医療法人河野泌尿器科河野　信一 平10. 6. 1一般         5診療所
     大医806 大分市賀来北三丁目４番１２号 常　勤:    1医院　理事長　河野　 組変 ひ   皮   内  現存
     (医       1)信一 平28. 6. 1他   
     非常勤:    1 （性感染症内科
     (医       1) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1809,7 大川産婦人科病院 〒870-0027 097-536-3511医療法人大川産婦人科大川　欣栄 平10. 7. 1一般        40病院
     大医809 大分市末広町２丁目４番１６号 常　勤:    4病院　理事長　大川　 組変 産婦 小   現存
     (医       4)欣栄 平28. 7. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1810,5 織部泌尿器科 〒870-0128 097-523-3330医療法人延寿会　理事織部　智哉 平10. 7. 1一般        19診療所
     大医810 大分市大字森字嶋ノ下５５０番地常　勤:    1長　織部　智哉 組変 ひ   現存
     の１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    16 頁

  12701,1811,3 大分皮膚科 〒870-0029 097-535-2544山本　貴弘 山本　貴弘 平10. 9. 1皮   他   診療所
     大医811 大分市高砂町２番５０号オアシス常　勤:    1 所変 （美容皮膚科）現存
     ひろば２１　３階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1812,1 心葉消化器外科 〒870-0954 097-567-8577医療法人心葉消化器外池本　博行 平10.11. 1一般        19診療所
     大医812 大分市下郡中央３丁目１０番１４常　勤:    1科　理事長　池本　博 新規 消   外   内  現存
     号 (医       1)行 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1815,4 田中耳鼻咽喉科クリニ〒870-0924 097-556-7229医療法人田中耳鼻科　田中　鴻一郎 平10.11. 1耳い 診療所
     大医815 ック 大分市牧３丁目１１番１０号 常　勤:    1理事長　田中　鴻一郎 組変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1817,0 大在こどもクリニック〒870-0263 097-593-3303医療法人大在こどもク澤口　博人 平10.11. 1小   診療所
     大医817 大分市横田１丁目１３番１７号 常　勤:    1リニック　理事長　澤 組変 現存
     (医       1)口　博人 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1820,4 坂本整形・形成外科 〒870-0127 097-523-5151医療法人坂本整形・形坂本　善二 平10.12. 1整外 内   形外診療所
     大医820 大分市大字森町字壱丁田通４４２常　勤:    1成外科　理事長　坂本 組変 美外 皮   リハ現存
     番７ (医       1)　善二 平28.12. 1心内 リウ アレ
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1821,2 岸眼科 〒870-0251 097-524-3777医療法人孟和会　理事岸　尚文 平11. 1. 1眼   診療所
     大医821 大分市大在中央１丁目４番１０号常　勤:    2長　岸　尚文 組変 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1825,3 敷戸耳鼻咽喉科医院 〒870-1123 097-567-5034向山　五朗 向山　五朗 平11. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     大医825 大分市大字寒田８８３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1826,1 堀永産婦人科医院 〒870-0021 097-532-5289医療法人堀永産婦人科堀永　孚郎 平11. 3.18一般        17診療所
     大医826 大分市府内町２丁目５番１３号 常　勤:    1医院　理事長　堀永　 所変 産婦 現存
     (医       1)孚郎 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1827,9 公益財団法人　大分県〒870-0011 097-532-2167公益財団法人大分県地後藤　朗 平11. 4. 1内   呼   循  診療所
     大医827 地域保健支援センター大分市大字駄原２８９２番地の１常　勤:    3域保健支援センター　 所変 婦   現存
     診療所 (医       3)理事長　近藤　稔 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13601,1830,3 松岡メディカルクリニ〒870-0125 097-524-6777医療法人松悠会　理事馴松　義啓 平11. 4. 1一般        19診療所
     大医830 ック 大分市大字松岡１８２４番地の１常　勤:    2長　小代　恭子 組変 内   整外 リウ現存
     (医       2) 平29. 4. 1リハ 他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1831,1 たかだ耳鼻咽喉科クリ〒870-1143 097-586-1187医療法人社団順耳会　高田　順子 平11. 5. 1耳い 小   診療所
     大医831 ニック 大分市大字田尻４２０番地の２ 常　勤:    1理事長　高田　勝強 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1836,0 畑内科医院 〒870-0007 097-532-8771医療法人伸正会　理事畑　万里子 平11. 6. 1内   呼   胃  診療所
     大医836 大分市王子南町３番１０号 常　勤:    1長　畑　万里子 組変 循   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1840,2 岩波内科クリニック 〒870-1176 097-586-1141医療法人逸生会　理事岩波　栄逸 平11. 7. 1内   診療所
     大医840 大分市富士見が丘東五丁目１０番常　勤:    1長　岩波　栄逸 組変 現存
     １２号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1843,6 石和こどもクリニック〒870-0854 097-573-6655石和　俊 石和　俊 平11. 8. 1小   診療所
     大医843 大分市羽屋３組の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1844,4 米満内科医院 〒870-0163 097-551-1170医療法人敬正会　理事米満　春美 平11. 8. 1一般        19診療所
     大医844 大分市明野南１丁目２７－１０ 常　勤:    1長　米満　春美 組変 内   呼   循  現存
     (医       1) 平29. 8. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1846,9 大在耳鼻科内科医院 〒870-0253 097-524-3808田中　隆博 田中　隆博 平11.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     大医846 大分市汐見２丁目１番１号 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1850,1 貞永産婦人科医院 〒870-0003 097-532-6327医療法人一明会　理事貞永　明美 平11.11. 1一般         8診療所
     大医850 大分市生石２丁目１番１８号 常　勤:    1長　貞永　明美 組変 産婦 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1852,7 細川内科クリニック 〒870-0033 097-532-1113医療法人あすか会　理細川　隆文 平11.11. 1内   小   アレ診療所
     大医852 大分市千代町一丁目２番３５号 常　勤:    1事長　細川　隆文 組変 他   現存
     (医       1) 平29.11. 1（血液内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1853,5 伊藤田クリニック 〒870-0037 097-534-0010医療法人安癒会　理事伊藤田　雄三 平11.11. 1麻   呼   循  診療所
     大医853 大分市東春日町８番９号 常　勤:    1長　伊藤田　雄三 組変 リハ 内   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14601,1854,3 よしどめ内科・神経内〒870-0818 097-540-7171医療法人よしどめ内科吉留　宏明 平11.11. 1神内 内   リハ診療所
     大医854 科クリニック 大分市新春日町１丁目１番２９号常　勤:    1・神経内科クリニック 組変 現存
     (医       1)　理事長　吉留　宏明 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1855,0 宮本クリニック 〒870-0916 097-558-5373医療法人宮本クリニッ宮本　光郎 平11.11. 1一般        19診療所
     大医855 大分市高松東２丁目７番７号 常　勤:    1ク　理事長　宮本　光 組変 麻   呼   外  現存
     (医       1)郎 平29.11. 1循   内   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1856,8 かとう耳鼻咽喉科クリ〒870-1155 097-540-7522医療法人博耳会　理事加藤　博文 平11.11. 1一般         4診療所
     大医856 ニック 大分市大字玉沢字小柳６９６番地常　勤:    1長　加藤　博文 組変 耳い 気食 アレ現存
     の４ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1861,8 わさだかかりつけ医院〒870-1162 097-586-1212医療法人優路　理事長緒方　俊一 平12. 1. 1一般        19診療所
     大医861 泌尿器科クリニック 大分市大字口戸５９番地 常　勤:    1　緒方　俊一 組変 ひ   皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1862,6 つるさきクリニック 〒870-0104 097-527-2152医療法人鶴友会　理事古賀　徹 平12. 2. 1内   循   婦  診療所
     大医862 大分市南鶴崎２丁目６番５号 常　勤:    2長　古賀　徹 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1865,9 だいかく病院 〒870-0961 097-569-8860医療法人秀明会　理事萩本　直樹 平12. 3. 1一般        45病院
     (01,3508,9) 大分市下郡山の手２番１８号 常　勤:    5長　大角　秀一 組変 内   呼内 整外現存
     大医865 (医       4) 平30. 3. 1外   精   リハ
     (歯       1) 歯   歯外 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1866,7 諏訪の杜病院 〒870-0945 097-567-1277医療法人光心会　理事武居　光雄 平12. 4. 1一般        45病院
     大医866 大分市大字津守８８８番地の６ 常　勤:    3長　安心院　朗 組変 内   リハ 放  現存
     (医       3) 平30. 4. 1呼内 神内 心内
     非常勤:   14 整外 皮   他  
     (医      14) （循環器内科、
     胃腸内科、人工
     透析内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1867,5 府内耳鼻咽喉科 〒870-0021 097-534-3388医療法人友耳会　理事植山　茂宏 平12. 5. 1アレ 耳い 気食診療所
     大医867 大分市府内町２丁目３番３０号 常　勤:    3長　植山　茂宏 新規 形外 内   現存
     (医       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15401,1868,3 森内科医院 〒870-0952 097-569-1014医療法人仁友会　理事森　哲 平12. 5. 1内   消   循  診療所
     大医868 大分市下郡北３丁目２３番２５号常　勤:    1長　森　哲 組変 呼   放   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1873,3 伊東レディースクリニ〒870-0128 097-523-3232医療法人孝萌会　理事伊東　孝治 平12. 6. 1一般        12診療所
     大医873 ック 大分市大字森６６０番地の１ 常　勤:    2長　伊東　孝治 組変 産婦 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1874,1 宇都宮整形外科医院 〒870-1132 097-554-6161医療法人起山会　理事宇都宮　健治 平12. 6. 1一般        19診療所
     大医874 大分市大字光吉１２０７番地の１常　勤:    1長　宇都宮　健治 組変 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1877,4 ふじさお内科クリニッ〒870-0023 097-532-2996藤竿　章次 藤竿　章次 平12. 9. 1内   循   呼  診療所
     大医877 ク 大分市長浜町１丁目４番３号 常　勤:    1 新規 消   アレ リウ現存
     (医       1) 平24. 9. 1小   心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1878,2 内科小野医院 〒870-0832 097-513-7355小野　和俊 小野　和俊 平12. 9. 1内   診療所
     大医878 大分市上野町１３番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1879,0 井野辺府内クリニック〒870-0021 097-533-0255医療法人畏敬会　理事井野 　義人 平12. 9. 1一般        12診療所
     大医879 大分市府内町１丁目３番２３号 常　勤:    1長　井野邉　純一 新規 内   循   消  現存
     (医       1) 平24. 9. 1呼   神内 心内
     非常勤:    4 リハ 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1881,6 井野辺病院 〒870-0862 097-586-5522医療法人畏敬会　理事井野 　純一 平12. 9. 1一般        52病院
     大医881 大分市大字中尾字平２５５番地 常　勤:    7長　井野邉　純一 所変 療養        60療養病床
     (医       7) 平24. 9. 1内   神内 整外現存
     非常勤:   14 呼内 リハ 他  
     (医      14) （循環器内科、
     消化器内科、内
     分泌・糖尿病内
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16101,1883,2 医療法人ライフサポー〒870-0165 097-573-1000医療法人ライフサポー香川　二朗 平12.10.29療養       120病院
     大医883 ト　明和記念病院 大分市明野北１丁目２番１７号 常　勤:    6ト　理事長　伊藤　龍 所変 内   呼   消  療養病床
     (医       4)太郎 平24.10.29リハ 現存
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1885,7 みうら皮ふ科クリニッ〒870-1155 097-588-8585医療法人芳樹会　理事三浦　芳子 平12.11. 1皮   形外 診療所
     大医885 ク 大分市大字玉沢字垣添７０７番地常　勤:    1長　三浦　芳子 新規 現存
     の１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1887,3 竹内皮ふ科 〒870-0100 097-545-0571医療法人竹内皮ふ科　竹内　信親 平12.11. 1皮   診療所
     大医887 大分市大字奥田５０２番地の４ 常　勤:    2理事長　竹内　信親 組変 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1888,1 矢野眼科 〒870-0035 097-573-8451医療法人矢野眼科　理矢野　哲男 平12.11. 1眼   診療所
     大医888 大分市中央町１丁目５番１０号 常　勤:    1事長　矢野　哲男 組変 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1889,9 上野丘はた医院 〒870-0835 097-546-0303医療法人蓁蓁会　理事秦　彰良 平12.11. 1内   消   小外診療所
     大医889 大分市上野丘１丁目１２番１５号常　勤:    1長　秦　彰良 組変 外   こう 麻  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1891,5 津田皮膚科クリニック〒870-0163 097-553-4493医療法人津田皮膚科ク津田　眞五 平12.11. 1皮   診療所
     大医891 大分市明野南１丁目２７番２号 常　勤:    1リニック　理事長　津 組変 現存
     (医       1)田　眞五 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1892,3 しみず小児科 〒870-0954 097-503-8366医療法人しみず小児科清水　隆史 平12.11. 1小   診療所
     大医892 大分市下郡中央２丁目１番１号 常　勤:    1　理事長　清水　隆史 組変 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1894,9 栗林医院 〒870-0325 097-592-1055医療法人栗林医院　理栗林　多世子 平12.11. 1内   呼   消  診療所
     大医894 大分市久原中央一丁目７番１２号常　勤:    2事長　栗林　多世子 組変 循   現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1895,6 大塚内科リウマチ科ク〒870-1155 097-541-3217医療法人千年樹　理事大塚　栄治 平12.12. 1内   リウ 消  診療所
     大医895 リニック 大分市大字玉沢７０３番地の１ 常　勤:    1長　大塚　栄治 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1896,4 わだこどもクリニック〒870-1155 097-586-1010和田　雅臣 和田　雅臣 平12.12. 1小   診療所
     大医896 大分市大字玉沢７０４番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
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  17101,1898,0 あけのメディカルクリ〒870-0126 097-556-1188医療法人久友会　理事三重野　龍彦 平13. 2. 1内   精   他  診療所
     大医898 ニック 大分市大字横尾４４５１番地の５常　勤:    3長　石田　重信 新規 現存
     (医       3) 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1899,8 さかき眼科 〒870-1155 097-588-8666医療法人顕友会　理事榊　保堅 平13. 2. 1一般         8診療所
     大医899 大分市大字玉沢７０８番地の１ 常　勤:    1長　榊　保堅 新規 眼   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1910,3 古国府クリニック 〒870-0844 097-573-6601伊東　良伯 伊東　良伯 平13. 4. 1他   心内 精  診療所
     大医910 大分市大字古国府字熊田４１３番常　勤:    2 新規 現存
     地の６ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1913,7 まつお内科クリニック〒870-0049 097-534-1212松尾　俊和 松尾　俊和 平13. 6. 1内   消   循  診療所
     大医913 大分市中島中央２丁目４番３０号常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1914,5 山内循環器クリニック〒870-0822 097-573-6699医療法人山内循環器ク山内　秀人 平13. 6. 1循   心外 呼  診療所
     大医914 大分市大道町４丁目５番３０号 常　勤:    1リニック　理事長　山 組変 内   現存
     (医       1)内　秀人 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1917,8 坂ノ市こどもクリニッ〒870-0309 097-593-2202医療法人大在こどもク澤口　佳乃子 平13. 7. 1小   診療所
     大医917 ク 大分市坂ノ市西１丁目７番８号 常　勤:    1リニック　理事長　澤 新規 現存
     (医       1)口　博人 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1918,6 たかはし泌尿器科 〒870-1123 097-569-8039医療法人たかはし泌尿髙橋　真一 平13. 7. 1一般        10診療所
     大医918 大分市大字寒田１１１６番地の１常　勤:    2器科　理事長　髙橋　 組変 ひ   内   皮  現存
     ０ (医       2)真一 平25. 7. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1919,4 岩永こどもクリニック〒870-0849 097-548-7211岩永　知久 岩永　知久 平13. 9. 1小   診療所
     大医919 大分市賀来南２丁目１１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1920,2 龍の和胃腸科クリニッ〒870-0021 097-537-4200首藤　龍介 首藤　龍介 平13.10. 1内   胃   診療所
     大医920 ク 大分市府内町１丁目４番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1921,0 お元気でクリニック　〒870-0852 097-513-8218医療法人ラピス　理事是石　誠一 平13.11. 1内   リハ アレ診療所
     大医921 これいし 大分市大字奥田４４５番地の１ 常　勤:    1長　是石　誠一 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18101,1922,8 大分ゆふみ病院 〒870-0879 097-548-7272医療法人明和会　理事一万田　正彦 平13.11. 1一般        24病院
     大医922 大分市金谷迫３１３番地の１ 常　勤:    2長　宇都宮　和則 新規 内   他   現存
     (医       2) 平25.11. 1
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1923,6 たけうち小児科 〒870-1143 097-542-7370医療法人たけうち小児竹内　山水 平13.11. 1小   診療所
     大医923 大分市大字田尻字中山４１９番地常　勤:    1科　理事長　竹内　山 組変 現存
     ２ (医       1)水 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1924,4 安部クリニック 〒870-0888 097-545-3838医療法人安部クリニッ安部　陽一 平13.12. 1他   内   アレ診療所
     大医934 大分市大字奥田７９９番地の４ 常　勤:    1ク　理事長　安部　陽 組変 小   現存
     (医       1)一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1925,1 佐藤内科循環器科医院〒870-0822 097-543-7318佐藤　博 佐藤　博 平14. 1. 1内   循   診療所
     大医925 大分市大道町３丁目４－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1927,7 こば健康クリニック 〒870-0163 097-504-3711木場　文男 木場　文男 平14. 4. 1胃   外   内  診療所
     大医927 大分市明野南１丁目２３６４番１常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1929,3 くぼた高江クリニック〒870-1118 097-554-3230久保田　利博 久保田　利博 平14. 6. 1消   内   小  診療所
     大医929 大分市高江南３丁目１－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1931,9 大分こども病院 〒870-0943 097-567-0050医療法人藤本育成会　藤本　保 平14. 6. 1一般        40病院
     大医931 大分市大字片島８３番地の７ 常　勤:   15理事長　藤本　保 組変 小   小外 皮  現存
     (医      15) 平26. 6. 1アレ 精   
     非常勤:   44
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1935,0 見塩医院 〒870-0307 097-592-1058見塩　六生 見塩　六生 平14. 6. 1麻   内   他  診療所
     大医935 大分市坂ノ市中央３丁目５番８号常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1936,8 三好内科・循環器科医〒870-0317 097-593-0024医療法人青雲白鷲会　三好　博 平14. 6. 1一般        19診療所
     大医936 院 大分市大字丹川字水ヶ本３７２番常　勤:    1理事長　三好　博 組変 内   循   眼  現存
     地の１ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19001,1937,6 藤垣クリニック 〒870-0942 097-554-7200医療法人藤垣クリニッ藤垣　徹 平14. 6. 1麻   循   内  診療所
     大医937 大分市大字羽田１９４番地の３　常　勤:    1ク　理事長　藤垣　徹 組変 リハ 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1939,2 循環器・内科　平田医〒870-0006 097-536-3322医療法人平田医院　理平田　雅敬 平14. 7. 1一般        19診療所
     大医939 院 大分市王子中町９番３７号 常　勤:    1事長　平田　雅敬 組変 内   消   循  現存
     (医       1) 平26. 7. 1呼   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1940,0 河野脳神経外科病院 〒870-0127 097-521-2000医療法人久真会　理事河野　義久 平14. 7. 1一般        40病院
     大医940 大分市大字森町字無田々通２５０常　勤:    4長　河野　義久 組変 脳外 リハ 現存
     番７ (医       4) 平26. 7. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1945,9 大分こども療育センタ〒870-0943 097-557-0121社会福祉法人藤本愛育三ケ田　智弘 平14.10. 1小   歯   他  診療所
     (01,3528,7) ー 大分市大字片島字長三郎２９９６常　勤:    2会　理事長　藤本　保 新規 現存
     大医945 番地１ (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    9
     (医       5)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1947,5 長浜内科クリニック 〒870-0023 097-513-5767医療法人社団柏方会　新垣　智 平14.10. 1内   循   消  診療所
     大医947 大分市長浜町１丁目９番１５号Ｍ常　勤:    1理事長　秦　一敏 新規 現存
     ＆Ｍ長浜２０３号 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,1948,3 吉村内科循環器科クリ〒870-0116 097-527-4390医療法人敬愛会　理事吉村　彰 平14.11. 1内   循   呼  診療所
     大医948 ニック 大分市大字常行字仲間ノ久保２６常　勤:    1長　吉村　彰 新規 小   現存
     ６番地１ (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1949,1 多田胃腸科医院 〒870-1155 097-586-1200医療法人志江留　理事多田　出 平14.10. 1一般        19診療所
     大医949 大分市大字玉沢字深町９６４番地常　勤:    1長　多田　出 所変 内   胃   外  現存
     (医       1) 平26.10. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1953,3 吉岡メンタルクリニッ〒870-0035 097-538-7155医療法人博敏会　理事吉岡　秀明 平14.11. 1内   精   神  診療所
     大医953 ク 大分市中央町２丁目７番２２号 常　勤:    1長　吉岡　秀明 組変 心内 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1954,1 城南クリニック 〒870-0883 097-547-0811医療法人ナーサティア近 　優美 平14.11. 1内   消   呼  診療所
     大医954 大分市大字永興１１２６番地の１常　勤:    1　理事長　濵田　舞美 組変 循   リハ 小  現存
     ０ (医       1) 平26.11. 1アレ 
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  19901,1955,8 かやしま内科 〒870-0935 097-552-0770医療法人正徹会　理事中丸　和彦 平14.11. 1一般        15診療所
     大医955 大分市古ケ鶴２丁目１番１号 常　勤:    2長　萱島　定子 組変 内   呼   消  現存
     (医       2) 平26.11. 1循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1958,2 春日皮膚科クリニック〒870-0815 097-543-6622園田　忠重 園田　忠重 平15. 2. 1皮   診療所
     大医958 大分市南春日町５番２１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1961,6 東九州泌尿器科 〒870-0126 097-553-4539医療法人多聞会　理事原岡　正志 平15. 4. 1一般        19診療所
     大医961 大分市大字横尾４４５１－２２ 常　勤:    1長　原岡　正志 新規 ひ   内   こう現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1963,2 深川内科クリニック 〒870-0035 097-532-8980医療法人ストレスケア深川　光司 平15. 5. 1内   心内 診療所
     大医963 大分市中央町二丁目１番１７号（常　勤:    1若草　理事長　深川　 新規 現存
     ブンゴヤ本社ビル３０１号） (医       1)光司 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1964,0 皮膚科市川医院 〒870-0035 097-533-0908市川　弘城 市川　弘城 平15. 4. 1皮   診療所
     大医964 大分市中央町３－６－３４植木ビ常　勤:    1 開変 現存
     ル２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1965,7 伊藤内科医院 〒870-0851 097-543-1100伊藤　彰 伊藤　彰 平15. 4.13内   呼   消  診療所
     大医965 大分市大石町４丁目１組の２ 常　勤:    1 開変 循   小   現存
     (医       1) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,1966,5 近藤医院 〒870-0839 097-543-9553近藤　克彦 近藤　克彦 平15. 4. 6一般         4診療所
     大医966 大分市金池南２－１１－２８ 常　勤:    1 開変 療養         6休止
     (医       1) 平27. 4. 6内   胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1967,3 博愛病院 〒870-0868 097-586-0888医療法人謙誠会　理事釘宮　誠司 平15. 5. 1精神        20病院
     大医967 大分市大字野田１１１１番地 常　勤:    5長　釘宮　誠司 新規 精   神内 内  現存
     (医       4) 平27. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1968,1 ふるしょう医院 〒870-0844 097-573-5566古庄　康志 古庄　康志 平15. 6. 1胃   内   外  診療所
     大医968 大分市大字古国府８４４ 常　勤:    1 新規 小外 こう 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20801,1970,7 石松内科 〒870-1147 097-569-3232医療法人　石松内科　石松　信彦 平15. 6. 1一般        19診療所
     大医970 大分市大字光吉２０００番地の２常　勤:    1理事長　石松　信彦 組変 内   呼内 他  休止
     ３ (医       1) 平27. 6. 1（消化器内科、
     循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1971,5 つざき循環器・麻酔科〒870-0134 097-527-7711医療法人英世会　理事津﨑　建 平15. 6. 1内   麻   循  診療所
     大医971 クリニック 大分市大字猪野１１０１－６ 常　勤:    1長　津﨑　建 組変 呼   神   リハ現存
     (医       1) 平27. 6. 1他   
     （救急科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1974,9 わかやま・こどもクリ〒870-0165 097-556-1556医療法人愛幸会　理事若山　幸一 平15. 8. 1小   診療所
     大医974 ニック 大分市明野北一丁目七番十号 常　勤:    1長　若山　幸一 所変 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1975,6 そのだ内科・外科クリ〒870-0822 097-573-5885園田　哲司 園田　哲司 平15.10. 1消   内   外  診療所
     大医975 ニック 大分市大道町３丁目３番１ 常　勤:    1 新規 麻   リハ 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1978,0 国東整形外科医院 〒870-1152 097-541-7708医療法人顕寿会　理事國東　芳顕 平15.11. 1一般        19診療所
     大医978 大分市大字上宗方５５９番地の３常　勤:    2長　國東　芳顕 組変 整外 リウ リハ現存
     (医       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1979,8 ななせ整形外科クリニ〒870-1155 097-540-7536医療法人ＮＯＣ　理事安部　志朗 平15.11. 1整外 リウ リハ診療所
     大医979 ック 大分市大字玉沢６９６番地の１ 常　勤:    1長　安部　志朗 組変 内   現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1980,6 南原クリニック 〒870-0818 097-573-6622医療法人南原クリニッ南原　繁 平15.11. 1消   内   外  診療所
     大医980 大分市新春日町２丁目４番３号 常　勤:    1ク　理事長　南原　繁 組変 こう 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1981,4 むねむら大腸肛門クリ〒870-0844 097-547-1115医療法人　宗村大腸肛宗村　忠信 平15.11. 1一般        19診療所
     大医981 ニック 大分市大字古国府４１０番地１ 常　勤:    3門科　理事長　宗村　 組変 こう 胃   外  現存
     (医       3)忠信 平27.11. 1内   麻   他  
     （消化器内科、
     消化器外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1982,2 整形外科　八木病院 〒870-0026 097-536-1381医療法人敬正会　理事八木　英憲 平15.12. 1療養        25病院
     大医982 大分市金池町３丁目１番７７号 常　勤:    2長　八木　英憲 組変 整外 リハ 現存
     (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  21701,1985,5 あんどう内科・呼吸器〒870-0251 097-592-6227安藤　博彰 安藤　博彰 平16. 3. 1内   呼   循  診療所
     大医985 科クリニック 大分市大在中央１丁目３番１８号常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1986,3 橋本形成外科 〒870-0021 097-538-0214医療法人橋本形成外科橋本　二朗 平16. 3.15形外 美外 診療所
     大医986 大分市府内町２丁目３番２４号 常　勤:    1　理事長　橋本　二朗 所変 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1988,9 渡辺内科医院 〒870-0003 097-535-1884医療法人渡辺内科　理久下　聖子 平16. 4. 1一般        10診療所
     大医988 大分市生石２丁目１番５号 常　勤:    2事長　渡辺　金治 所変 療養         9療養病床
     (医       2) 平28. 4. 1消   循   呼  現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1989,7 なんば消化器・肛門外〒870-0165 097-553-1313医療法人健心会　理事難波　雄一郎 平16. 4. 1消   外   こう診療所
     大医989 科 大分市明野北１丁目７番１号 常　勤:    1長　難波　雄一郎 所変 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1991,3 利根内科医院 〒870-0844 097-544-1533医療法人利根内科医院利根　幸三 平16. 5. 1一般        10診療所
     大医991 大分市大字古国府８５６番地の３常　勤:    1　理事長　利根　幸三 組変 療養         7療養病床
     (医       1) 平28. 5. 1内   呼   消  休止
     循   小   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1992,1 岡本皮ふ科クリニック〒870-0251 097-528-9245医療法人岡本皮ふ科ク岡本　壽男 平16. 5. 1皮   診療所
     大医992 大分市大在中央２丁目６番３号 常　勤:    1リニック　理事長　岡 組変 現存
     (医       1)本　壽男 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1993,9 内林皮フ科医院 〒870-0045 097-534-2668内林　義知 内林　義知 平16. 7. 1皮   診療所
     大医993 大分市城崎町１丁目５番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1995,4 ひらた医院 〒870-1143 097-548-7616医療法人健愛会　理事平田　孝浩 平16. 7. 1胃   こう 内  診療所
     大医995 大分市大字田尻字小柳４７８番地常　勤:    1長　平田　孝浩 組変 外   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1996,2 市ケ谷整形外科 〒870-0844 097-546-2188医療法人東雲会　理事市ケ谷　學 平16. 7. 1一般        19診療所
     大医996 大分市古国府１２０３番１ 常　勤:    1長　市ケ谷　學 組変 整外 リハ 心内現存
     (医       1) 平28. 7. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1998,8 谷村胃腸科・小児科医〒870-0265 097-524-3533医療法人秀恵会　理事谷村　秀行 平16. 7. 1胃   小   アレ診療所
     大医998 院 大分市竹下１丁目９番２２号 常　勤:    2長　谷村　秀行 組変 内   外   こう現存
     (医       2) 平28. 7. 1
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  22701,2000,2 おかだ眼科 〒870-0938 097-551-8101医療法人祥和会　理事岡田　和久 平16. 9. 1一般         3診療所
     大医1000 大分市今津留３丁目６０番 常　勤:    1長　岡田　和久 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,2007,7 社会医療法人　関愛会〒879-2203 097-575-8028社会医療法人関愛会　大屋　ジュリエッタゆ平16. 7. 1内   消   循  診療所
     大医1007 　一尺屋診療所 大分市大字一尺屋２３６８番地の常　勤:    1理事長　増永　義則 り 開変 外   整外 休止
     １ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,2010,1 かく医院 〒870-1203 097-586-4114角　匡幸 角　匡幸 平12. 1. 1胃   こう 外  診療所
     大医1010 大分市大字野津原８６９ 常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,2011,9 のつはる診療所 〒870-1203 097-588-1311社会医療法人三愛会　白坂　千秋 平14. 1. 1一般        19診療所
     大医1011 大分市大字野津原９０６番地の１常　勤:    1理事長　三島　康典 所変 内   胃   外  現存
     (医       1) 平26. 1. 1整外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,2012,7 医療法人仁真会真央ク〒870-0147 097-553-1818医療法人仁真会真央ク佐藤　眞一 平16.12. 1内   整外 脳外診療所
     大医1012 リニック 大分市大字小池原字宮ノ下１１６常　勤:    1リニック　理事長　佐 新規 リハ 精   現存
     ７番地１ (医       1)藤　眞一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,2015,0 たまい小児科 〒870-0124 097-524-6656医療法人たまい小児科玉井　友治 平16.12. 1小   アレ 診療所
     大医1015 大分市大字毛井３１０番地１ 常　勤:    1　理事長　玉井　友治 組変 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,2016,8 堀耳鼻咽喉科クリニッ〒870-0942 097-504-7703医療法人堀耳鼻咽喉科堀　文彦 平16.12. 1一般        10診療所
     大医1016 ク 大分市大字羽田１１２番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 耳い 気食 アレ現存
     (医       1)堀　文彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,2018,4 塚川第一病院 〒870-0037 097-532-0234医療法人博光会　理事塚川　博志 平17. 1.10一般        25病院
     大医1018 大分市東春日町５番２５号 常　勤:    4長　塚川　博志 所変 療養        35療養病床
     (医       4) 平29. 1.10内   精   呼内現存
     非常勤:   27 リハ 心内 他  
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,2019,2 にのみや内科 〒870-0035 097-534-1164二宮　浩司 二宮　浩司 平17. 1. 1一般        13診療所
     大医1019 大分市中央町２丁目１－１１ 常　勤:    1 開変 療養         6現存
     (医       1) 平29. 1. 1内   呼   胃  
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,2022,6 みはら整形外科 〒870-0959 097-504-3300三原　栄一 三原　栄一 平17. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     大医1022 大分市桜坂１丁目１０４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23701,2027,5 やない内科クリニック〒870-1151 097-588-8555医療法人　やない内科柳井　荘緑 平17. 4. 1内   神内 循  診療所
     大医1027 大分市大字市３番地の５ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 呼   現存
     (医       1)柳井　荘緑 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,2029,1 むらかみ胃腸肛門・内〒870-0921 097-558-7770医療法人友愛会　理事村上　信一 平17. 5. 1外   胃   気食診療所
     大医1029 科クリニック 大分市萩原１丁目１９－３５　 常　勤:    1長　村上　信一 組変 内   リハ 他  現存
     (医       1) 平29. 5. 1他：肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,2030,9 藤島クリニック 〒870-0881 097-573-5777医療法人宣佳会　理事藤島　宣彦 平17. 5. 1外   整外 消  診療所
     大医1030 大分市大字荏隈６８９番地の８ 常　勤:    1長　藤島　宣彦 組変 リハ こう 内  現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,2032,5 うえお乳腺外科 〒870-0854 097-514-0025医療法人うえお乳腺外上尾　裕昭 平17. 7. 1一般        19診療所
     大医1032 大分市大字羽屋字鋤崎１８８番地常　勤:    3科　理事長　上尾　裕 新規 外   現存
     ２ (医       3)昭 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,2034,1 安武クリニック 〒870-0938 097-558-3800医療法人安武医院　理安武　千恵 平17. 6. 1一般         2診療所
     大医1034 大分市今津留１丁目３番１４号 常　勤:    1事長　安武　千恵 組変 整外 リハ 産婦現存
     (医       1) 平29. 6. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,2038,2 駒田皮ふ科クリニック〒870-0127 097-503-6612駒田　信二 駒田　信二 平17.10. 1皮   診療所
     大医1038 大分市大字森町２４７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,2042,4 小串整形外科 〒870-0924 097-552-1870医療法人　小串整形外小串　東子 平17.11. 1整外 リハ 診療所
     大医1042 大分市牧１丁目２番１４号 常　勤:    1科　理事長　小串　東 組変 現存
     (医       1)子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,2043,2 社会医療法人　関愛会〒879-2201 097-575-1173社会医療法人関愛会　中村　朋子 平17.12. 1内   眼   耳い診療所
     (01,3645,9) 　佐賀関診療所 大分市大字佐賀関７５０番地の９常　勤:    2理事長　増永　義則 新規 歯   現存
     大医1043 １ (医       1) 平29.12. 1
     (歯       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,2044,0 社会医療法人　関愛会〒879-2201 097-575-1172社会医療法人関愛会　城　日出徳 平17.12.17一般        48病院
     大医1044 　佐賀関病院 大分市大字佐賀関７５０番地の８常　勤:    8理事長　増永　義則 所変 療養        42療養病床
     ８ (医       8) 平29.12.17内   外   循  現存
     非常勤:   16 整外 小   こう
     (医      16) 消   呼   眼  
     耳い リハ 
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  24601,2045,7 平岡外科医院 〒870-1133 097-568-1088医療法人平岡外科医院平岡　善憲 平17.12. 1一般        19診療所
     大医1045 大分市大字宮崎字延命１３８９番常　勤:    1　理事長　平岡　善憲 組変 外   内   胃  現存
     １ (医       1) 平29.12. 1整外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,2046,5 大分みぞぐち眼科 〒870-0035 097-513-5930医療法人敬光会　理事溝口　鈴彦 平17.12. 1眼   麻   診療所
     大医1046 大分市中央町２丁目３番１９号　常　勤:    1長　溝口　鈴彦 組変 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,2048,1 緒方クリニック 〒870-0848 097-586-5666緒方　良治 緒方　良治 平18. 3. 1麻   循   呼  診療所
     大医1048 大分市賀来北１丁目１８番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,2049,9 庄の原クリニック 〒870-0876 097-573-6645社会福祉法人温寿会　井上　修二 平18. 4. 1内   呼内 他  診療所
     大医1049 大分市大字荏隈字庄ノ原１７９０常　勤:    1理事長　井上　修二 新規 現存
     番地１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,2053,1 朋友診療所 〒870-1141 097-586-1377医療法人大分朋友会　東　良三 平18. 5. 1一般        16診療所
     大医1053 大分市大字下宗方字櫛引２５８番常　勤:    1理事長　藤本　祥治 新規 内   呼   アレ現存
     地 (医       1) 平30. 5. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,2055,6 大分リハビリテーショ〒870-0261 097-503-5000社会医療法人敬和会　山口　豊 平18. 4. 1一般        99病院
     大医1055 ン病院 大分市大字志村字谷ヶ迫７６５番常　勤:    9理事長　岡　敬二 開変 内   放   リハ現存
     地 (医       9) 平30. 4. 1小   病理 他  
     非常勤:   29 （消化器内科、
     (医      29) 循環器内科、漢
     方内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,2058,0 ふじしま整形外科 〒870-1113 097-548-8118医療法人　ふじしま整藤島　英典 平18. 5. 1整外 麻   リウ診療所
     大医1058 大分市大字中判田１５番地の９５常　勤:    2形外科　理事長　藤島 組変 リハ 現存
     (医       2)　英典 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,2059,8 ぶんどう耳鼻咽喉科ク〒870-0848 097-549-5587医療法人ぶんどう耳鼻分藤　準一 平18. 5. 1耳い アレ 診療所
     大医1059 リニック 大分市賀来北２丁目３番５号 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組変 現存
     (医       1)事長　分藤　準一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25401,2062,2 大分三愛メディカルセ〒870-1151 097-542-7493社会医療法人三愛会　森　義顕 平18. 6. 1一般       179病院
     大医1062 ンター 大分市大字市１２１３番地 常　勤:   29理事長　三島　康典 所変 外   呼外 心外現存
     (医      29) 平30. 6. 1整外 リハ 形外
     非常勤:   31 脳外 神内 内  
     (医      31) 呼内 リウ ひ  
     放   麻   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,2063,0 かつた内科胃腸科クリ〒870-0124 097-524-6888医療法人かつた内科胃勝田　猛 平18. 7. 1内   胃   呼  診療所
     大医1063 ニック 大分市大字毛井２７９番１ 常　勤:    1腸科クリニック　理事 組変 循   外   こう現存
     (医       1)長　勝田　猛 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,2065,5 大川産婦人科・高砂 〒870-0029 097-532-1135医療法人大川産婦人科有村　賢一郎 平18.10. 1一般         4診療所
     大医1065 大分市高砂町１番５号 常　勤:    1病院　理事長　大川　 新規 産婦 現存
     (医       1)欣栄 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,2067,1 池永小児科 〒870-0035 097-533-2929池永　昌昭 池永　昌昭 平18.12. 1小   診療所
     大医1067 大分市中央町３－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,2070,5 伊東Ｋクリニック 〒870-0030 097-546-0660医療法人伊東Ｋクリニ伊東　啓 平18.11. 1内   放   呼  診療所
     大医1070 大分市大字三芳クス神２１８８番常　勤:    1ック　理事長　伊東　 組変 胃   現存
     地の１ (医       1)啓 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,2072,1 おおの皮ふ科 〒870-0848 097-535-8805大野　まさき 大野　まさき 平19. 1. 1皮   アレ 診療所
     大医1072 大分市賀来北３丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,2075,4 井上循環器科内科クリ〒870-0917 097-558-6200医療法人　井上循環器井上　健 平19. 1. 1循   内   リハ診療所
     大医1075 ニック 大分市高松２丁目４番２５号 常　勤:    1科内科クリニック　理 組変 現存
     (医       1)事長　井上　健 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,2076,2 大川小児科・高砂 〒870-0029 097-537-1177医療法人大川産婦人科藤田　桂子 平19. 4. 1小   診療所
     大医1076 大分市高砂町１番５号 常　勤:    1病院　理事長　大川　 新規 現存
     (医       1)欣栄 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,2077,0 どんぐりの杜クリニッ〒870-0945 097-567-2737医療法人光心会　理事安心院　朗 平19. 4. 1内   リハ 呼内診療所
     大医1077 ク 大分市大字津守８２８番地の３ 常　勤:    1長　安心院　朗 新規 神内 精   心内現存
     (医       1) 平25. 4. 1他   
     非常勤:    2 （循環器内科、
     (医       2) 胃腸内科、人工
     透析内科）
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  26301,2080,4 大分療育クリニック 〒870-0864 097-586-5252社会福祉法人別府発達小野　重遠 平19. 4. 1リハ 精   歯  診療所
     (01,3581,6) 大分市大字国分字六重原５６７番常　勤:    4医療センター　理事長 所変 歯外 現存
     大医1080 地の３ (医       3)　阿部　實 平25. 4. 1
     (歯       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,2084,6 得丸内科・消化器内科〒870-0924 097-552-1558得丸　佳秀 得丸　佳秀 平19. 5. 1内   他   診療所
     大医1084 大分市牧３－１３－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,2085,3 宇野内科医院 〒870-0921 097-552-2600医療法人雄飛会　理事宇野　成明 平19. 5. 1一般        19診療所
     大医1085 大分市萩原１丁目１７番４号 常　勤:    2長　宇野　元博 組変 内   胃   循  現存
     (医       2) 平25. 5. 1呼   
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,2086,1 織部リウマチ科内科ク〒870-0823 097-513-7123医療法人向有会　理事織部　元廣 平19. 5. 1リウ 内   診療所
     大医1086 リニック 大分市東大道１丁目８番１５号 常　勤:    1長　織部　元廣 組変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,2087,9 わかくさ診療所 〒870-0868 097-549-0119松本　哲郎 松本　哲郎 平19. 5. 1内   呼   アレ診療所
     大医1087 大分市大字野田２７１番地 常　勤:    1 開変 循   消   小  現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,2088,7 大在呼吸器アレルギー〒870-0251 097-592-5666医療法人大在呼吸器ア北川　和生 平19. 5. 1内   呼   アレ診療所
     大医1088 クリニック 大分市大在中央１丁目１２番５号常　勤:    1レルギークリニック　 所変 現存
     (医       1)理事長　北川　和生 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,2089,5 かさぎ泌尿器科医院 〒879-7761 097-586-7117医療法人　凛彩会　理笠木　康弘 平19. 5. 1一般 診療所
     大医1089 大分市中戸次４８４０番地３ 常　勤:    1事長　笠木　康弘 組変     一般    19現存
     (医       1) 平25. 5. 1ひ   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,2091,1 松山医院大分腎臓内科〒870-1143 097-541-1151医療法人誠医会　理事松山　和弘 平19. 5. 7一般        19診療所
     大医1091 大分市大字田尻４５７番地の１ 常　勤:    2長　松山　和弘 所変 内   呼内 アレ現存
     (医       2) 平25. 5. 7消   循   外  
     非常勤:    4 リハ 小   他  
     (医       4)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    32 頁

  27101,2094,5 みやむらレディースク〒870-1143 097-586-1551医療法人　悠育会　理宮村　研二 平19. 6. 1一般         8診療所
     大医1094 リニック 大分市大字田尻４２７番地２ 常　勤:    1事長　宮村　研二 組変 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,2095,2 藤本整形外科医院 〒870-0848 097-549-3330医療法人　顕祥会　理藤本　祥治 平19. 6. 1一般        19診療所
     大医1095 大分市賀来北２丁目１０番１８号常　勤:    1事長　藤本　祥治 組変 整外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,2097,8 おの英伸クリニック 〒870-0007 097-513-5519医療法人　英和会　理小野　英伸 平19. 6. 1内   消   こう診療所
     大医1097 大分市王子南町８番２３（Ｍ＆Ｍ常　勤:    1事長　小野　英伸 組変 現存
     王子南１０２） (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,2098,6 アリナガ美容外科・歯〒870-0035 097-538-1911医療法人　光永会　理在永　光行 平19. 6. 1美外 形外 外  診療所
     (01,3640,0) 科 大分市中央町２丁目８－１０ヴィ常　勤:    2事長　在永　光行 組変 皮   麻   歯  現存
     大医1098 アレ・テッツォビル２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,2100,0 菜の花クリニック 〒879-2201 097-575-3260医療法人　善昭会　理住吉　明子 平19. 7. 1内   眼   呼  診療所
     大医1100 大分市大字佐賀関２２６６番地 常　勤:    1事長　日野　洋 開変 消   循   小  現存
     (医       1) 平25. 7. 1リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,2102,6 社会医療法人　関愛会〒879-2111 097-576-1782社会医療法人関愛会　長松　宜哉 平19. 7. 3内   診療所
     大医1102 　こうざきクリニック大分市大字本神崎２５１番地の８常　勤:    1理事長　増永　義則 所変 現存
     (医       1) 平25. 7. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,2104,2 形成外科　白山クリニ〒870-0021 097-533-8930早川　宏司 早川　宏司 平19.10. 1形外 美外 皮  診療所
     大医1104 ック 大分市府内町１丁目２－１第２ト常　勤:    1 新規 現存
     レンドビル６Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,2105,9 大場整形外科 〒870-0165 097-556-1311医療法人大場整形外科大場　俊二 平19. 9. 1一般        11診療所
     大医1105 大分市明野北一丁目２２２６番１常　勤:    2　理事長　大場　俊二 所変 整外 リハ 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,2106,7 日野医院 〒870-1133 097-568-5621日野　生子 日野　生子 平20. 1.19一般        14診療所
     大医1106 大分市大字宮崎８３２番地の４ 常　勤:    1 開変 内   呼内 胃  現存
     (医       1) 平26. 1.19リウ アレ 
     非常勤:    2
     (医       2)
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  28001,2107,5 おおいた健康管理セン〒870-0844 097-547-1111医療法人社団三杏会　成田　直子 平20. 4. 1内   診療所
     大医1107 ター 大分市大字古国府字下新田９４３常　勤:    1理事長　猿渡　研一 新規 現存
     番地 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,2108,3 戸次あべクリニック 〒879-7763 097-535-8053安部　康治 安部　康治 平20. 4. 1内   呼   アレ診療所
     大医1108 大分市大字下戸次１５２８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,2109,1 大分市医師会立アルメ〒870-1133 097-569-3121一般社団法人大分市医杉村　忠彦 平20. 3. 1一般       406病院
     大医1109 イダ病院 大分市大字宮崎１５０９－２ 常　勤:   81師会　会長　杉村　忠 所変 内   呼内 放  現存
     (医      75)彦 平26. 3. 1外   脳外 呼外
     (薬       6) 整外 形外 皮  
     非常勤:   25 ひ   産   婦  
     (医      25) 小   麻   リハ
     精   眼   耳い
     心外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,2110,9 めのクリニック 〒870-0162 097-551-3220医療法人　米壽会　理米野　壽昭 平20. 5. 1内   外   小  診療所
     大医1110 大分市明野高尾三丁目１番地の１常　勤:    2事長　米野　利江 新規 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,2112,5 くわたに内科 〒879-2111 097-576-0016医療法人　圭幸会　理 谷　圭二 平20. 5.26内   他   診療所
     大医1112 大分市大字本神崎６９０番地１ 常　勤:    1事長　 谷　圭二 所変 現存
     (医       1) 平26. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,2115,8 オアシス第一病院 〒870-0103 097-527-2211医療法人善昭会　理事藤本　伸 平20. 7. 1一般        45病院
     大医1115 大分市東鶴崎３丁目３番１９号 常　勤:    4長　日野　洋 組変 療養        54療養病床
     (医       4) 平26. 7. 1内   神内 呼内現存
     非常勤:   22 リハ 他   
     (医      22) （循環器内科、
     消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,2116,6 おさこ内科・外科クリ〒870-0852 097-543-6633医療法人おさこ内科・尾迫　俊克 平20. 8. 1内   外   診療所
     大医1116 ニック 大分市大字奥田３８２－４ 常　勤:    1外科クリニック　理事 所変 現存
     (医       1)長　尾迫　俊克 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,2118,2 みみはなクリニック 〒870-1162 097-588-8799緒方　菜穂子 緖方　菜穂子 平20.12. 1耳い アレ 診療所
     大医1118 大分市口戸６２番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28801,2120,8 わだ内科医院 〒870-0035 097-536-5442医療法人誠和会　理事和田　誠 平20.11. 1内   放   アレ診療所
     大医1120 大分市中央町２丁目９番１５号 常　勤:    1長　和田　誠 組変 他   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,2122,4 上野醫院 〒870-0852 097-543-3231上野　秀晃 上野　秀晃 平21. 2. 1一般        19診療所
     大医1122 大分市大字奥田６７３－１ 常　勤:    1 開変 整外 外   リハ現存
     (医       1) 平27. 2. 1内   他   
     （消化器内科、
     ペインクリニッ
     ク外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,2123,2 こころの先生クリニッ〒870-0251 097-594-5561三好　修 三好　修 平21. 3. 1内   心内 精  診療所
     大医1123 ク 大分市大在中央１－１２－４　メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン芦刈２Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,2124,0 はら小児科 〒879-7761 097-586-7200原　健太郎 原　健太郎 平21. 4. 1小   診療所
     大医1124 大分市中戸次４８４０－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,2125,7 シーサイドクリニック〒870-0003 097-513-1500医療法人　豊友会　理豊田　弘之 平21. 4. 1一般        19診療所
     大医1125 オオイタ 大分市大字生石字川向３７－７ 常　勤:    1事長　豊田　弘之 組変 消   内   リハ現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,2128,1 大塚眼科医院 〒870-0852 097-544-4422医療法人　大塚眼科医大塚　慎一 平21. 5. 3一般         7診療所
     大医1128 大分市大字奥田４２０番地の１ 常　勤:    3院　理事長　大塚　慎 所変 眼   現存
     (医       3)一 平27. 5. 3
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,2133,1 木村医院 〒870-0037 097-536-3460木村　祐一 木村　祐一 平21. 7. 1一般        19診療所
     大医1133 大分市東春日町３番２２号 常　勤:    1 開変 外   内   消  現存
     (医       1) 平27. 7. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,2135,6 髙木眼科 〒870-0850 097-548-7105髙木　康宏 髙木　康宏 平21.11. 1眼   診療所
     大医135 大分市賀来西一丁目１３番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,2136,4 一番ヶ瀬内科医院 〒870-0822 097-543-5555一番ヶ瀬　義彦 一番ヶ瀬　義彦 平21.10.13一般        18診療所
     大医1136 大分市大道町６丁目９組 常　勤:    1 開変 内   アレ リウ現存
     (医       1) 平27.10.13リハ 他   
     （胃腸内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29701,2137,2 三好眼科内科医院 〒879-2112 097-576-0011医療法人順和会　理事三好　和 平21.12. 1眼   内   診療所
     大医1137 大分市大字馬場２６６ 常　勤:    2長　三好　和 組変 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,2138,0 平川循環器内科クリニ〒870-0845 097-574-5282平川　洋二 平川　洋二 平22. 3. 1内   他   診療所
     大医1138 ック 大分市大字羽屋２７８－４ 常　勤:    1 新規 （循環器内科）現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,2141,4 垣迫胃腸クリニック 〒870-0839 097-574-5111医療法人　大健会　理垣迫　健二 平22. 3. 1内   外   他  診療所
     大医1141 大分市金池南２丁目３番３号 常　勤:    1事長　垣迫　健二 所変 （消化器内科、現存
     (医       1) 平28. 3. 1内視鏡外科、肛
     門内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,2142,2 星生クリニック 〒870-0823 097-547-0704医療法人星生クリニッ原尻　愼一郎 平22. 4. 1心内 神内 精  診療所
     大医1142 大分市東大道１－８－１５ｃａｓ常　勤:    1ク　理事長　原尻　愼 組変 内   現存
     ａ　ｖｅｒｄｅ駅南２Ｆ (医       1)一郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,2143,0 やまおか在宅クリニッ〒870-0823 097-545-8008医療法人カーサミア　山岡　憲夫 平22. 5. 1内   他   診療所
     大医1143 ク 大分市東大道三丁目６２番地５ 常　勤:    2理事長　山岡　憲夫 組変 （緩和ケア外科現存
     (医       2) 平28. 5. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,2144,8 山田整形外科クリニッ〒870-0954 097-567-1118医療法人健山会　理事山田　秀大 平22. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     大医1144 ク 大分市下郡中央１丁目５番２０号常　勤:    1長　山田　秀大 組変 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,2145,5 ひらた呼吸器内科クリ〒870-0914 097-558-0888医療法人道治会　理事平田　範夫 平22. 6. 1呼内 アレ 内  診療所
     大医1145 ニック 大分市日岡３丁目１番－７ 常　勤:    1長　平田　範夫 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,2149,7 河村クリニック 〒870-0026 097-548-5570医療法人河村クリニッ河村　郁男 平22. 9. 4心内 精   診療所
     大医1149 大分市金池町二丁目１２番８号 常　勤:    1ク　理事長　河村　郁 所変 現存
     (医       1)男 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,2150,5 中央町こころのクリニ〒870-0035 097-547-9457櫻井　政人 櫻井　政人 平22.11. 1心内 精   診療所
     大医1150 ック 大分市中央町４丁目２番１６号　常　勤:    2 新規 現存
     サンリラ中央２Ｆ (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,2151,3 首藤耳鼻咽喉科 〒870-0945 097-567-8714医療法人純洋会　理事首藤　純 平23. 1. 1耳い アレ 気食診療所
     大医1151 大分市大字津守字伏子８７番地６常　勤:    1長　首藤　純 組変 他   現存
     (医       1) 平29. 1. 1他：小児耳鼻咽
     喉科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30701,2152,1 ペインクリニック内科〒870-0854 097-545-1011医療法人緩和会　理事池邉　晴美 平23. 3. 1内   リハ 麻  診療所
     大医1152 　いけべ医院 大分市大字羽屋字七ノ坪４番１ 常　勤:    1長　池邉　晴美 組変 他   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,2154,7 すみ循環器内科クリニ〒870-0955 097-504-7700医療法人和紘会　理事隅　廣邦 平23. 5. 1内   呼内 他  診療所
     大医1154 ック 大分市下郡南１丁目１０２番地 常　勤:    1長　隅　廣邦 組変 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,2155,4 内科津田かおるクリニ〒870-0126 097-524-3433医療法人内科津田かお津田　薫 平23. 6. 1内   診療所
     大医1155 ック 大分市大字横尾字高尾４１３１番常　勤:    2るクリニック　理事長 組変 現存
     地１ (医       2)　津田　薫 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,2157,0 さかまき内科医院 〒870-0252 097-592-6166医療法人九徳会　理事酒巻　宏行 平23. 6. 1内   診療所
     大医1157 大分市大在浜２丁目７番１号 常　勤:    1長　酒巻　宏行 組変 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,2159,6 セント・ルカ産婦人科〒870-0823 097-547-1234医療法人セント・ルカ宇津宮　隆史 平23. 7. 1一般        13診療所
     大医1159 大分市東大道１丁目４番５号 常　勤:    3　理事長　宇津宮　隆 所変 産婦 現存
     (医       3)史 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,2162,0 調枝眼科 〒870-1121 097-529-5115調枝　聡治 調枝　聡治 平23.11. 1眼   診療所
     大医1162 大分市大字鴛野３６４－１（敷戸常　勤:    1 新規 現存
     台入口） (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,2164,6 吉川医院 〒870-0049 097-532-2770医療法人社団一来会　佐藤　俊介 平23.12. 1内   他   診療所
     大医1164 大分市中島中央１丁目６０５３番常　勤:    1理事長　佐藤　俊介 組変 現存
     地１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,2165,3 たなか眼科 〒870-0854 097-544-3311医療法人　慶和会　理田中　拓司 平23.12. 1眼   診療所
     大医1165 大分市羽屋１１８番地の６ 常　勤:    1事長　田中　拓司 組変 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,2166,1 にしたけ呼吸器内科・〒870-0021 097-534-1159西武　孝浩 西武　孝浩 平24. 1. 1呼内 アレ 内  診療所
     大医1166 アレルギー科クリニッ大分市府内町１丁目１－２０　ト常　勤:    1 新規 現存
     ク イビル３Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,2167,9 高橋内科クリニック 〒870-0005 097-574-8747髙橋　みどり 髙橋　みどり 平24. 2. 1内   他   診療所
     大医1167 大分市王子北町４番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
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  31701,2169,5 大分内分泌糖尿病内科〒870-0831 097-574-7070伹馬　大介 伹馬　大介 平24. 2. 1内   他   診療所
     大医1169 クリニック 大分市要町９番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,2170,3 山口内科胃腸クリニッ〒870-0147 097-556-0063山口　公雄 山口　公雄 平24. 1. 1内   外   他  診療所
     大医1170 ク 大分市小池原１１１３－１ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,2171,1 大分県地域成人病検診〒870-1133 097-569-2211公益財団法人大分県地髙山　博樹 平24. 4. 1小   診療所
     大医1171 センター 大分市大字宮崎１４１５番地 常　勤:    1域成人病検診協会　理 新規 現存
     (医       1)事長　杉村　忠彦 平30. 4. 1
     非常勤:   57
     (医      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,2174,5 はさまクリニック 〒870-0934 097-554-2173医療法人はさまクリニ挾間　直己 平24. 5. 1精   内   心内診療所
     大医174 大分市東津留２丁目３番２０号 常　勤:    1ック　理事長　挾間　 所変 他   現存
     (医       1)直己 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,2176,0 おおが耳鼻咽喉科クリ〒870-0241 097-521-0012医療法人　栄神会　理太神　尚士 平24. 6. 2耳い 診療所
     大医176 ニック 大分市庄境２番１０号 常　勤:    1事長　太神　尚士 組変 現存
     (医       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,2177,8 竜の子在宅クリニック〒870-0832 050-36349194医療法人　臥竜会　理春田　竜美 平24. 6. 1内   心内 外  診療所
     大医177 大分市上野町１４番３０号 常　勤:    1事長　春田　竜美 組変 脳外 精   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301,2179,4 おかむら眼科 〒870-0174 097-578-6213岡村　勉 岡村　勉 平24. 9. 1眼   診療所
     大医1179 大分市公園通り西２丁目１番パー常　勤:    1 新規 現存
     クプレイス大分３階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,2180,2 医療法人　いつわ会　〒870-1106 097-568-2211医療法人　いつわ会　藤島　捷年 平24. 8. 1一般        43病院
     大医1180 藤島病院 大分市敷戸台一丁目１番３３号 常　勤:    2理事長　藤島　捷年 組変 内   外   皮  現存
     (医       2) 平24. 8. 1他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,2183,6 田村医院田村皮膚科ク〒870-0035 097-532-1684医療法人田村医院田村田村　隆弘 平24.10. 7皮   ひ   診療所
     大医1183 リニック 大分市中央町１丁目１番１６号 常　勤:    1皮膚科クリニック　理 所変 現存
     (医       1)事長　田村　隆弘 平24.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,2184,4 えとう眼科 〒870-0165 097-547-8080医療法人一燈会　理事衞藤　崇彦 平24.12. 1眼   診療所
     大医1184 大分市明野北１丁目２２２６番１常　勤:    1長　衞藤　崇彦 組変 現存
     １ (医       1) 平24.12. 1
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  32701,2185,1 ハートドアクリニック〒870-0100 097-574-7318医療法人ハートドアク繁野　正幸 平25. 1. 1心内 精   診療所
     大医1185 大分市大字神崎字見内４０４番２常　勤:    1リニック　理事長　繁 組変 現存
     １ (医       1)野　正幸 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32801,2187,7 おおいたメディカルク〒870-0854 097-543-5001医療法人信興会　理事藍澤　哲也 平25. 2. 1一般        19診療所
     大医1187 リニック 大分市大字羽屋字小甲斐田５５番常　勤:    1長　藍澤　哲也 その他 内   外   神内現存
     地 (医       1) 平25. 2. 1他   
     非常勤:    1 他：消化器内科
     (医       1) 、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,2191,9 あんどう小児科 〒870-0161 097-558-8570医療法人　あんどう小安藤　昭和 平25. 6. 1小   診療所
     大医1191 大分市明野東２丁目７番１号 常　勤:    2児科　理事長　安藤　 組変 現存
     (医       2)昭和 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,2192,7 鹿子嶋医院 〒870-0048 097-532-5024医療法人　俊洋会　理鹿子嶋　俊平 平25. 6. 1内   外   他  診療所
     大医1192 大分市碩田町３丁目１番４号 常　勤:    1事長　鹿子嶋　俊平 組変 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101,2194,3 大道整形外科 〒870-0820 097-543-7676医療法人　一隆会　理平　博文 平25. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     大医1194 大分市西大道２丁目３番１号コス常　勤:    1事長　平　博文 組変 現存
     モビル２・３Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,2197,6 社会医療法人関愛会　〒870-0009 097-536-6633社会医療法人関愛会　織田　奈穂美 平25.12. 1内   心内 他  診療所
     大医1197 王子クリニック 大分市王子町１番１１号 常　勤:    2理事長　増永　義則 その他 現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301,2198,4 神矢内科胃腸クリニッ〒870-0850 097-549-7878医療法人　真莉会　理神矢　丈児 平25.12. 1内   外   他  診療所
     大医1198 ク 大分市賀来西１丁目４番１号 常　勤:    1事長　神矢　丈児 組変 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,2199,2 かんたん在宅クリニッ〒870-0001 097-578-6461医療法人　如月会　理秋月　真一郎 平25.12. 1内   診療所
     大医1199 ク 大分市生石港町２丁目１－１ 常　勤:    1事長　秋月　真一郎 組変 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,2201,6 星野泌尿器科医院 〒870-0938 097-552-0006医療法人　星野泌尿器星野　鉄二 平26. 1. 1ひ   皮   診療所
     大医1201 大分市今津留３丁目２番１号 常　勤:    1科医院　理事長　星野 組変 現存
     (医       1)　鉄二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601,2202,4 みなはる診療所 〒870-0131 097-522-3711医療法人社団　雄山会早野　良生 平26. 3. 1内   麻   診療所
     大医1202 大分市皆春２６６番１ 常　勤:    1　理事長　早野　良生 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
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  33701,2203,2 南大分メンタルクリニ〒870-0852 097-578-9780藤田　長太郎 藤田　長太郎 平26. 5. 1精   心内 診療所
     大医1203 ック 大分市田中町１０－１組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,2204,0 うちのう整形外科 〒870-0007 097-545-0007医療法人　春風　理事内納　正一 平26. 6. 1一般        19診療所
     大医1204 大分市王子南町５９８番１ 常　勤:    3長　内納　正一 新規 整外 リハ 麻  現存
     (医       3) 平26. 6. 1内   他   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,2205,7 明野循環器内科クリニ〒870-0161 097-576-7111医療法人　優和会　理安部　雄征 平26. 6. 1内   他   診療所
     大医1205 ック 大分市明野東二丁目３３番１１号常　勤:    1事長　安部　雄征 組変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,2206,5 阿南循環器内科クリニ〒870-0128 097-521-1110医療法人　豊心会　理阿南　太 平26. 6. 1内   他   診療所
     大医1206 ック 大分市大字森５８２番地の１ 常　勤:    1事長　阿南　太 組変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,2207,3 しぶや皮ふ科・形成外〒870-0853 097-547-1241医療法人　博悠会　理澁谷　博美 平26. 6. 1皮   形外 診療所
     大医1207 科 大分市大字羽屋字太田２１５番１常　勤:    1事長　澁谷　博美 組変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34201,2208,1 山形クリニック 〒870-0921 097-556-2456医療法人　英知会　理山形　英司 平26. 7. 1呼内 アレ 内  診療所
     大医1208 大分市萩原一丁目１９番３５号 常　勤:    2事長　山形　英司 組変 現存
     (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,2209,9 伊藤整形外科醫院 〒870-0124 097-547-8841医療法人　龍生会　理伊藤　龍太郎 平26. 7. 1整外 麻   リハ診療所
     大医1209 大分市大字毛井字寺の前２７９－常　勤:    1事長　伊藤　龍太郎 組変 現存
     ３ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,2210,7 椎迫泌尿器科クリニッ〒870-0030 097-573-5686医療法人　椎迫泌尿器岩下　光一 平26. 7. 1一般        19診療所
     大医1210 ク 大分市大字三芳１０５５番地の２常　勤:    1科　理事長　岩下　光 組変 ひ   他   現存
     (医       1)一 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34501,2212,3 すえなが耳鼻咽喉科 〒870-0918 097-594-3387医療法人　すえなが耳末永　智 平26. 8. 1耳い 診療所
     大医1212 大分市日吉町１８番１０号 常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　末 組変 現存
     (医       1)永　智 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34601,2213,1 おおば脳神経外科・頭〒870-0831 097-578-8333大場　寛 大場　寛 平26.11. 1脳外 診療所
     大医1213 痛クリニック 大分市要町８番１６号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,2214,9 在宅支援クリニック　〒870-0147 097-551-1767社会医療法人　敬和会姫野　浩毅 平26.10. 1内   診療所
     大医1214 すばる 大分市大字小池原字池ノ内１０２常　勤:    1　理事長　岡　敬二 開変 療養病床
     １番地 (医       1) 平26.10. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,2215,6 あけの胃腸内科乳腺ク〒870-0147 097-576-7748医療法人　綺山会　理明石　雄一 平27. 2. 1内   外   他  診療所
     大医1215 リニック 大分市大字小池原１５３４番地の常　勤:    1事長　大久保　卓次 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,2217,2 大久保内科外科（内視〒870-1151 097-594-0566医療法人　綺山会　理大久保　雅彦 平27. 1. 1内   外   リハ診療所
     大医1217 鏡）クリニック 大分市大字市１２８２番地 常　勤:    2事長　大久保　卓次 組変 他   現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,2218,0 田村眼科医院 〒870-0128 097-524-1177山下　啓行 山下　啓行 平27. 1. 1一般         9診療所
     大医1218 大分市大字森５９０番地の１ 常　勤:    2 開変 眼   現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,2219,8 みゆき診療所 〒870-0125 097-574-6769医療法人　優生会　理佐藤　美由紀 平27. 2. 1整外 リハ 診療所
     大医1219 大分市大字松岡字平ノ迫５３７番常　勤:    1事長　佐藤　美由紀 組変 現存
     地の２ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201,2221,4 平井眼科 〒870-0831 097-576-8108平井　宏二 平井　宏二 平27. 4. 1眼   診療所
     大医1221 大分市要町１番１４号アミュプラ常　勤:    1 新規 現存
     ザおおいた４Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301,2222,2 若林脳神経外科クリニ〒870-0307 097-511-1556若林　礼浩 若林　礼浩 平27. 5. 1脳外 神内 診療所
     大医1222 ック 大分市坂ノ市中央３丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,2223,0 尾渡眼科医院 〒870-0033 097-536-5530難波　美和子 難波　美和子 平27. 4. 1眼   診療所
     大医1223 大分市千代町３－１－３ 常　勤:    2 開変 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501,2224,8 帆秋病院 〒870-0843 097-543-2366医療法人　至誠会　理帆秋　伸彦 平27. 4. 1精神       446病院
     (01,3658,2) 大分市大字大分４７７２番地２ 常　勤:    9事長　帆秋　孝幸 所変 精   内   心内現存
     大医1224 (医       9) 平27. 4. 1歯   
     非常勤:   41
     (医      39)
     (歯       2)
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  35601,2225,5 大分循環器病院 〒870-0837 097-544-5552医療法人輝心会　理事秋満　忠郁 平27. 5. 7一般        99病院
     大医1225 大分市大字三芳３２０番３ 常　勤:   12長　秋満　忠郁 所変 内   整外 心外現存
     (医      12) 平27. 5. 7リハ リウ ひ  
     非常勤:    7 麻   他   
     (医       7) 内科（循環器、
     消化器、腎臓、
     人工透析、糖尿
     病、代謝
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,2226,3 山下クリニック 〒870-0021 097-514-5153山下　徳次郎 山下　徳次郎 平27. 5.18麻   内   診療所
     大医1226 大分市府内町１－５－１　ＣＯＳ常　勤:    1 所変 現存
     ＭＯⅡ　３階 (医       1) 平27. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,2227,1 けんせいホームケアク〒870-0927 097-555-9422大分県医療生活協同組亀井　たけし 平27. 8. 1内   診療所
     大医1227 リニック 大分市大字津留字六本松１９７０常　勤:    1合　理事長　楢原　真 所変 現存
     番地７ (医       1)由美 平27. 8. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,2228,9 あべたかこ内科循環器〒870-0003 097-513-3800医療法人　ＡＴＣ　理安部　隆子 平27. 9. 1内   他   診療所
     大医1228 クリニック 大分市大字生石１４５－５４ 常　勤:    1事長　安部　隆子 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001,2229,7 社会医療法人関愛会　〒870-0945 097-578-7762社会医療法人関愛会　甲斐　誠司 平27.10. 1一般        19診療所
     大医1229 津守クリニック 大分市大字津守４９６番地３７ 常　勤:    1理事長　増永　義則 新規 内   外   他  休止
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,2230,5 工藤クリニック 〒870-0831 097-546-9100医療法人黎明会　理事工藤　修己 平27.12. 1整外 リウ リハ診療所
     大医1230 大分市要町９番２１号 常　勤:    1長　工藤　修己 組変 他   現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36201,2231,3 猿渡整形外科スポーツ〒870-0265 097-593-0008医療法人　源算会　理猿渡　知行 平27.12. 1整外 リハ リウ診療所
     大医1231 リハクリニック 大分市竹下２丁目１２６番地 常　勤:    1事長　猿渡　知行 組変 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,2232,1 吉良内科循環器クリニ〒870-0271 097-522-3000医療法人　優春会　理吉良　哲也 平28. 1. 1内   呼内 他  診療所
     大医1232 ック 大分市角子原８７０ 常　勤:    2事長　吉良　哲也 組変 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36401,2233,9 永冨記念病院 〒870-1155 097-548-7733医療法人　永冨　理事永冨　整彦 平28. 2. 1一般        48病院
     大医1233 大分市大字玉沢字四月田７８番地常　勤:    3長　永冨　整彦 組変 整外 リハ 内  現存
     (医       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  36501,2234,7 いいそらヒフ科クリニ〒870-0823 097-547-8673佐藤　俊宏 佐藤　俊宏 平28. 4. 1皮   診療所
     大医1234 ック 大分市東大道１－８－１５カサベ常　勤:    1 新規 現存
     ルデ駅南２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,2235,4 きたじま内科・胃腸内〒870-0841 097-546-7373喜多嶋　和晃 喜多嶋　和晃 平28. 4. 1内   他   診療所
     大医1235 科 大分市六坊北町６番７３－１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,2236,2 やまだこどもクリニッ〒870-0841 097-578-8277山田　博 山田　博 平28. 4. 1小   診療所
     大医1236 ク 大分市六坊北町６番７３－２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,2237,0 うちのうリハビリテー〒870-0024 097-538-0202医療法人　春風　理事矢坂　治彦 平28. 7. 1一般        18診療所
     大医1237 ションクリニック 大分市錦町２丁目１３番１４号 常　勤:    1長　内納　正一 新規 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平28. 7. 1他   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901,2238,8 舞鶴内科クリニック 〒870-0931 097-503-1533足立　圭一 足立　圭一 平28. 7. 1内   呼内 他  診療所
     大医1238 大分市西浜３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37001,2239,6 かわのこどもクリニッ〒870-0852 097-545-0039医療法人　朋百会　理川野　達也 平28. 6. 1小   診療所
     大医1239 ク 大分市大字奥田５６８番１ 常　勤:    1事長　川野　達也 組変 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37101,2240,4 ほうふ耳鼻咽喉科 〒870-0854 097-546-8741医療法人　豊英会　理螻川内　英臣 平28. 7. 1耳い 気食 アレ診療所
     大医1240 大分市大字羽屋字梶伐１１８番地常　勤:    1事長　螻川内　英臣 組変 現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201,2241,2 星野整形外科 〒870-0938 097-551-1173医療法人　星野整形外星野　鉄士 平28. 7. 1一般        11診療所
     大医1241 大分市今津留３丁目２番３号 常　勤:    1科　理事長　星野　鉄 組変 療養         8療養病床
     (医       1)士 平28. 7. 1整外 リウ リハ現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37301,2242,0 社会医療法人関愛会　〒870-0307 097-574-7722社会医療法人　関愛会管　聡 平28. 8. 1一般        36病院
     大医1242 坂ノ市病院 大分市坂ノ市中央１丁目２６９番常　勤:    3　理事長　増永　義則 組変 内   小   呼内現存
     (医       3) 平28. 8. 1リハ 他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37401,2243,8 いちみや皮フ科クリニ〒870-0841 097-576-9127医療法人　徳成会　理一宮　弘子 平28.10. 1皮   他   診療所
     大医1243 ック 大分市六坊北町４４７０番地１ 常　勤:    1事長　一宮　一成 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501,2244,6 かみだ脳神経クリニッ〒870-1121 097-567-1177上田　徹 上田　徹 平28.10. 1脳外 神内 リハ診療所
     大医1244 ク 大分市大字鴛野１０２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601,2245,3 天心堂へつぎ在宅クリ〒879-7761 097-597-7700社会医療法人財団天心麻生　哲郎 平28.10. 1内   診療所
     大医1245 ニックＡＳＯ 大分市大字中戸次字寺ノ内５１１常　勤:    1堂　理事長　松本　泰 新規 現存
     １番１ (医       1)祐 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701,2247,9 黒川醫院 〒870-0021 097-535-7655黒川　達郎 黒川　達郎 平28.12. 1心内 精   内  診療所
     大医1247 大分市府内町２－２－１名店ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37801,2248,7 わさだハートクリニッ〒870-1152 097-542-5000医療法人ＷＨＣ　理事重松　作治 平29. 1. 1内   他   診療所
     大医1248 ク 大分市大字上宗方７９５番３ 常　勤:    1長　重松　作治 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37901,2249,5 さゆりレディースクリ〒870-0165 097-535-7322西馬　小百合 西馬　小百合 平29. 1. 1産婦 内   診療所
     大医1249 ニック 大分市明野北４丁目１－１　山本常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38001,2250,3 森山消化器内科クリニ〒870-1133 097-578-7888医療法人ＭＳＣ　理事森山　初男 平28.12. 1内   外   他  診療所
     大医1250 ック 大分市大字宮崎９３３番地２ 常　勤:    1長　森山　初男 組変 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38101,2251,1 直耕団吉野診療所 〒879-7881 097-595-0011社会医療法人帰巖会　中野　俊彦 平28.12. 1内   小   歯  診療所
     (01,3683,0) 大分市大字奥３１番地 常　勤:    1理事長　松尾　則義 開変 現存
     大医1251 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38201,2252,9 明治河野医院 〒870-0126 097-520-2777河野　洋三 河野　洋三 平28.12.28呼内 内   呼外診療所
     大医1252 大分市横尾３９３７－８ 常　勤:    1 開変 外   現存
     (医       1) 平28.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38301,2253,7 井上医院 〒870-0307 097-592-8812医療法人敬友会　理事井上　徳司 平29. 2. 1内   外   他  診療所
     大医1253 大分市坂ノ市中央２－２－３７ 常　勤:    1長　井上　徳司 組変 他：胃腸内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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  38401,2254,5 ひばり診療所 〒870-1116 097-535-7115山本　壮一郎 山本　壮一郎 平29. 4. 1外   内   診療所
     大医1254 大分市高江中央一丁目１３０４番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38501,2255,2 サトウ皮膚科医院 〒870-0839 097-545-8848佐藤　研士 佐藤　研士 平29. 3. 1皮   診療所
     大医1255 大分市金池南１丁目１－２２　エ常　勤:    1 所変 現存
     ミナス大分駅南２階 (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601,2256,0 たばるクリニック 〒870-1154 097-541-2345社会医療法人三愛会　井上　年夫 平29. 4. 1一般        19診療所
     大医1256 大分市大字田原９３６番地１の１常　勤:    1理事長　三島　康典 開変 外   内   リハ療養病床
     (医       1) 平29. 4. 1他   現存
     非常勤:    2 他：消化器外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38701,2257,8 山田クリニック 〒870-0021 097-533-2228医療法人　健和会　理山田　健児 平29. 5. 1精   心内 内  診療所
     大医1257 大分市府内町２丁目３番３０号　常　勤:    2事長　山田　健児 組変 現存
     ヴィーナスビル５階 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38801,2258,6 かみぞのキッズクリニ〒870-0822 097-529-8833神薗　愼太郎 神薗　愼太郎 平29. 6. 1小   アレ 診療所
     大医1258 ック 大分市大道町４－５－２７　第５常　勤:    1 新規 現存
     ブンゴヤビル２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38901,2259,4 石田消化器ＩＢＤクリ〒870-0823 097-529-5777石田　哲也 石田　哲也 平29. 7. 1内   呼内 他  診療所
     大医1259 ニック 大分市東大道１丁目３番１号アク常　勤:    1 開変 現存
     ロスプラザ大分駅南２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39001,2260,2 村上眼科 〒870-0822 097-574-6311医療法人光生会　理事村上　智貴 平29. 7. 1眼   診療所
     大医1260 大分市大道町二丁目７番４号 常　勤:    1長　村上　智貴 組変 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39101,2261,0 かきさこ小児科 〒870-0831 097-545-1000医療法人　かきさこ小垣迫　三夫 平30. 1. 1小   内   診療所
     大医1261 大分市要町１３２番地 常　勤:    1児科　理事長　垣迫　 組変 現存
     (医       1)三夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39201,2262,8 みやざき内科リウマチ〒870-0924 097-558-5600宮﨑　吉孝 宮﨑　吉孝 平30. 3. 1内   リウ 診療所
     大医1262 クリニック 大分市牧１丁目３－１５ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39301,2263,6 大分駅南クリニック 〒870-0823 097-529-7141穐吉　條太郎 穐吉　條太郎 平30. 4. 1心内 神内 精  診療所
     大医1263 大分市東大道２丁目３番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  39401,2264,4 社会医療法人関愛会　〒870-0126 097-520-8686社会医療法人関愛会　平山　匡史 平30. 4. 1内   小   整外診療所
     大医1264 よつばファミリークリ大分市大字横尾１８５９番地 常　勤:    1理事長　増永　義則 新規 外   現存
     ニック (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39501,2265,1 大分春日内科循環器・〒870-0816 097-578-7200医療法人　ＩＣＣ　理一瀬　正志 平30. 4. 1内   他   診療所
     大医1265 エコークリニック 大分市田室町６番１１号 常　勤:    1事長　伊藤　健一郎 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39601,2266,9 東浜循環器科・内科ク〒870-0932 097-558-5454藤内　竜夫 藤内　竜夫 平30. 4. 1他   内   診療所
     大医1266 リニック 大分市東浜１丁目９番１８号 常　勤:    2 開変 他：循環器内科現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39701,2267,7 永井循環器内科生活習〒870-0942 097-504-7855永井　淳子 永井　淳子 平30. 5. 1内   呼内 他  診療所
     大医1267 慣病心臓クリニック 大分市大字羽田２１７番地 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平30. 5. 1、代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39801,2268,5 生活習慣病・脳内科あ〒870-0128 097-578-6311安部　芳武 安部　芳武 平30. 6. 1内   脳内 皮  診療所
     大医1268 べクリニック 大分市大字森４０２番５ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39901,2269,3 安東循環器内科クリニ〒870-0917 097-551-0814医療法人　英光会　理安東　英弘 平30. 5. 1一般        19診療所
     大医1269 ック 大分市高松一丁目４番４号 常　勤:    1事長　安東　英弘 組変 内   他   呼内現存
     (医       1) 平30. 5. 1リハ 
     他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40002,1008,4 国家公務員共済組合連〒874-0833 0977-22-0391国家公務員共済組合連中村　夏樹 昭35. 9. 1一般       269病院
     別医8 合会新別府病院 別府市大字鶴見３８９８番地 常　勤:   49合会　理事長　松元　 新規 内   神内 外  現存
     (医      49)崇 平29. 9. 1整外 脳外 ひ  
     非常勤:   18 リハ 放   心外
     (医      18) 呼外 麻   眼  
     リウ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40102,1065,4 中村病院 〒874-0937 0977-23-3121医療法人恵愛会　理事中村　英助 昭35.10. 1一般       106病院
     別医65 別府市秋葉町８番２４号 常　勤:   11長　中村　英助 新規 療養        47療養病床
     (医      10) 平29.10. 1整外 外   内  現存
     (薬       1) ひ   麻   皮  
     非常勤:   22 形外 リハ 呼内
     (医      22) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40202,1125,6 大分県厚生連鶴見病院〒874-0833 0977-23-7111大分県厚生農業協同組鈴木　正義 昭36. 8. 1一般       226病院
     別医125 別府市大字鶴見４３３３番地 常　勤:   61合連合会　代表理事理 新規 一般（感染） 現存
     (医      61)事長　髙田　健二 平24. 8. 1             4
     非常勤:   35 内   呼内 小  
     (医      35) 外   呼外 整外
     脳外 形外 ひ  
     眼   麻   リハ
     病理 神内 他  
     内科（循環器、
     消化器、血液、
     糖尿病・代謝・
     内分泌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40302,1130,6 別府中央病院 〒874-0928 0977-24-0001医療法人博愛会（社団内田　一郎 昭37. 1. 1一般        95病院
     別医130 別府市北的ケ浜町５番１９号 常　勤:    7）　理事長　内田　一 新規 療養       104療養病床
     (医       7)郎 平28. 1. 1内   呼内 リハ現存
     非常勤:   27 外   脳外 整外
     (医      27) 眼   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40402,1147,0 別府温泉病院 〒874-0016 0977-67-1131医療法人社団洗心会　菊池　宏 昭39. 2. 1一般        36病院
     別医147 別府市大字野田２２―１ 常　勤:    4理事長　菊池　宏 新規 整外 リハ 内  現存
     (医       3) 平30. 2. 1他   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40502,1149,6 向井病院 〒874-0831 0977-23-0241医療法人慈愛会　理事向井　正樹 昭38.10.18精神       188病院
     別医149 別府市大字南立石２４１番地の１常　勤:    9長　向井　貴美江 新規 精   内   心内現存
     ５ (医       7) 平29.10.18整外 
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40602,1181,9 阿部玉晨堂診療所 〒874-0828 0977-22-1568阿部　茂人 阿部　茂人 昭42. 3. 1整外 診療所
     別医181 別府市山の手町５番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40702,1185,0 高橋内科医院 〒874-0812 0977(21)3151高橋　欽一 高橋　欽一 昭42. 6. 1内   精   神  診療所
     別医185 別府市朝見１丁目２－１７ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40802,1209,8 黒木記念病院 〒874-0031 0977-67-1211医療法人社団春日会　黒木　健次 昭44. 8. 1一般        60病院
     別医209 別府市照波園町１４番２８号 常　勤:   15理事長　黒木　健次 新規 療養       166療養病床
     (医      15) 平29. 8. 1整外 リウ リハ現存
     非常勤:   38 内   呼内 外  
     (医      38) 麻   放   皮  
     他   
     他：（消化器内
     科、循環器内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40902,1229,6 別府発達医療センター〒874-0838 0977-22-4185社会福祉法人別府発達福永　拙 昭47. 6. 1一般       120病院
     (02,3138,3) 別府市大字鶴見４０７５番地の１常　勤:    6医療センター　理事長 新規 整外 小   リハ療養病床
     別医229 (医       5)　阿部　實 平29. 6. 1麻   耳い 歯  現存
     (薬       1)
     非常勤:   77
     (医      75)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41002,1240,3 農協共済別府リハビリ〒874-0840 0977-67-1711社会福祉法人　農協共青野　只明 昭48. 4. 1療養       116病院
     (02,3140,9) テーションセンター 別府市大字鶴見字中山田１０２６常　勤:   10済別府リハビリテーシ 新規 リハ 歯   現存
     別医240 番１０ (医       8)ョンセンター　理事長 平30. 4. 1
     (薬       2)　大塚　義巳
     非常勤:   19
     (医      17)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41102,1257,7 大分県東部保健所 〒874-0840 0977-67-2511大分県知事　広瀬　勝内田　勝彦 昭50. 7. 1内   診療所
     別医257 別府市大字鶴見字下田井１４番１常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41202,1264,3 石川胃腸科医院 〒874-0836 0977-21-5959石川　晃 石川　晃 昭51. 2. 1一般        19診療所
     別医264 別府市東荘園５丁目１組 常　勤:    2 新規 内   外   他  現存
     (医       2) 平30. 2. 1（胃腸内科、胃
     腸外科、肛門外
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41302,1304,7 山本病院 〒874-0930 0977-22-0131医療法人山本記念会　山本　隆正 昭56. 7. 1精神       234病院
     別医304 別府市光町１４番３号 常　勤:   11理事長　山本　隆正 組変 精   心内 内  現存
     (医      10) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41402,1309,6 後藤医院 〒874-0944 0977-23-1391後藤　一美 後藤　一美 昭57. 1. 1一般        13診療所
     別医309 別府市元町４番９号 常　勤:    1 所変 療養         5療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1精   心内 内  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41502,1316,1 菊池内科医院 〒874-0825 0977-23-0550菊池　隆一 菊池　隆一 昭58. 9. 1内   他   診療所
     別医316 別府市南立石八幡町４組 常　勤:    1 開変 （胃腸内科、循現存
     (医       1) 平28. 9. 1環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41602,1319,5 高木眼科医院 〒874-0935 0977-23-1230高木　厚 高木　厚 昭59. 4. 1眼   診療所
     別医319 別府市駅前町５番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41702,1330,2 松原医院 〒874-0946 0977-25-1033宮崎　総一郎 宮崎　総一郎 昭62.10. 1内   胃   外  診療所
     別医330 別府市松原町１６－１６ 常　勤:    1 新規 整外 麻   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41802,1332,8 古城循環器クリニック〒874-0919 0977-25-3811医療法人社団正央会　古城　正人 昭63. 1. 1一般        19診療所
     別医332 別府市石垣東６丁目３番２４号 常　勤:    1理事長　古城　正人 組変 循   内   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41902,1335,1 鶴見台病院 〒874-0833 0977-22-0336医療法人哲世会　理事山本　正史 昭63. 7. 1精神       160病院
     別医335 別府市大字鶴見４０７５番地の４常　勤:    4長　山本　紘世 組変 内   精   心内現存
     (医       4) 平24. 7. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42002,1336,9 村上神経内科クリニッ〒874-0828 0977-26-1717医療法人社団村上神経村上　俊一 昭63. 7. 1一般        19診療所
     別医336 ク 別府市山の手町１４－３０ 常　勤:    2内科クリニック　理事 組変 内   神内 リハ現存
     (医       2)長　村上　俊一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42102,1339,3 餅ヶ浜内田医院 〒874-0924 0977-23-5365内田　博 内田　博 平元. 1.18内   胃   外  診療所
     別医339 別府市餅ヶ浜町５－３９ 常　勤:    2 開変 リハ 現存
     (医       2) 平28. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42202,1341,9 別府湾腎泌尿器病院 〒874-0023 0977-66-4111医療法人別府玄々堂　佐藤　文憲 平元. 6. 1一般        60病院
     別医341 別府市北石垣深町８５１番地 常　勤:    7理事長　花岡　雅秀 組変 ひ   内   婦  現存
     (医       6) 平28. 6. 1麻   リハ 放  
     (薬       1) 他   
     非常勤:   19 （循環器内科、
     (医      19) 糖尿病内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42302,1343,5 児玉内科医院 〒874-0920 0977-23-0777医療法人児玉内科医院児玉　嘉生 平元. 9. 1内   他   診療所
     別医343 別府市北浜３丁目３番１２号 常　勤:    2　理事長　児玉　嘉生 組変 （糖尿病内科、現存
     (医       2) 平28. 9. 1胃腸内科、循環
     器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42402,1344,3 吉武内科医院 〒874-0849 0977-21-5755医療法人基尚会　理事吉武　基之 平元. 9. 1内   循   診療所
     別医344 別府市大字鶴見４０３８番地の２常　勤:    1長　吉武　基之 組変 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42502,1345,0 武井医院 〒874-0907 0977-24-3411医療法人武井医院　理武井　雅典 平元. 9. 1一般        14診療所
     別医345 別府市幸町１１番２０号 常　勤:    1事長　武井　雅典 組変 療養         5療養病床
     (医       1) 平28. 9. 1内   外   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42602,1347,6 垣迫内科医院 〒874-0946 0977-23-8131垣迫　真一 垣迫　真一 平元. 8.25一般        19診療所
     別医347 別府市松原町６番１２号 常　勤:    1 開変 内   神内 他  現存
     (医       1) 平28. 8.25（漢方内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42702,1348,4 北崎医院 〒874-0902 0977(22)8171医療法人北崎医院　理北﨑　恭一郎 平元.11. 1一般         5診療所
     別医348 別府市青山町７ー６５ 常　勤:    1事長　北﨑　恭一郎 組変 療養         6療養病床
     (医       1) 平28.11. 1内   消   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42802,1349,2 安倍内科医院 〒874-0844 0977(66)6780医療法人安倍内科医院安倍　哲 平元.11. 1一般        19診療所
     別医349 別府市大字鶴見９３６番地の１ 常　勤:    1　理事長　安倍　哲 組変 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28.11. 1小   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42902,1352,6 内田病院 〒874-0938 0977-21-1341医療法人博慈会　理事内田　明宏 平元.12. 1一般        40病院
     別医352 別府市末広町３番１号 常　勤:    5長　内田　明宏 組変 療養        41療養病床
     (医       5) 平28.12. 1内   整外 外  現存
     非常勤:   66 リハ 皮   アレ
     (医      66) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43002,1353,4 局医院 〒874-0904 0977(21)1947局　敏郎 局　敏郎 平 2. 2. 1内   診療所
     別医353 別府市南荘園町１２組 新規 現存
     平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43102,1354,2 河野小児科医院 〒874-0910 0977-22-4429河野　幸治 河野　幸治 平 2. 7.27小   診療所
     別医354 別府市石垣西７丁目８番１０号 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 7.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43202,1355,9 医療法人三和会　馬場〒874-0941 0977-23-2833医療法人三和会馬場医馬場　欽也 平 3. 1. 1一般         3診療所
     別医355 医院 別府市大字南立石１７７５番地の常　勤:    1院　理事長　馬場　欽 組変 療養        16療養病床
     １４ (医       1)也 平30. 1. 1外   内   現存
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  43302,1361,7 横井内科クリニック 〒874-0826 0977-26-6111横井　忠滋 横井　忠滋 平 4. 9. 1内   呼   循  診療所
     別医361 別府市鶴見園町５組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43402,1362,5 松井小児科医院 〒874-0848 0977-24-1911医療法人松井小児科医松井　祐治 平 4.10. 1小   内   アレ診療所
     別医362 別府市大畑１組２ 常　勤:    1院　理事長　松井　祐 組変 現存
     (医       1)治 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43502,1365,8 うちくら内科 〒874-0847 0977-21-5750医療法人正仁会　理事内倉　正史 平 5. 4. 1一般        19診療所
     別医365 別府市大字鶴見２６４６番地の１常　勤:    1長　内倉　正史 組変 内   呼内 他  現存
     (医       1) 平29. 4. 1他：胃腸内科、
     非常勤:    1 循環器内科、消
     (医       1) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43602,1370,8 畑病院 〒874-0901 0977-21-1371医療法人社団仁泉会　畑　洋一 平 5.11. 1一般        43病院
     別医370 別府市中島町１４番２２号 常　勤:    3理事長　畑　洋一 組変 療養        22療養病床
     (医       3) 平29.11. 1内   呼内 リウ現存
     非常勤:   27 整外 心内 リハ
     (医      27) 皮   他   
     （循環器内科、
     消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43702,1372,4 牧野リウマチ整形外科〒874-0922 0977(25)2121医療法人紀泉会　理事牧野　晋哉 平 6. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     別医372 クリニック 別府市船小路町２番３６号 常　勤:    2長　牧野　建紀 組変 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43802,1373,2 森澤医院 〒874-0917 0977(66)3100森澤　芳彦 森澤　芳彦 平 6. 5. 1一般        19診療所
     別医373 別府市中須賀東町７組の１ 常　勤:    1 新規 内   神内 呼  現存
     (医       1) 平30. 5. 1消   循   整外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43902,1379,9 宮崎クリニック 〒874-0022 0977-66-0022医療法人社団宮崎クリ宮崎　 弘 平 7. 6. 1一般        15診療所
     別医379 別府市亀川東町２７番３７号 常　勤:    2ニック　理事長　宮崎 組変 呼   外   循  療養病床
     (医       2)　 弘 平28. 6. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44002,1380,7 岡嶋医院 〒874-0944 0977-22-0774大薮　久憲 大薮　久憲 平 7. 7.11一般        19診療所
     別医380 別府市元町１６番９号 常　勤:    1 開変 内   胃   外  現存
     (医       1) 平28. 7.11こう リハ 
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  44102,1384,9 鳴海クリニック 〒874-0943 0977-23-5841医療法人社団鳴海クリ鳴海　賢二 平 8.12. 1内   外   皮  診療所
     別医384 別府市楠町１４番８号 常　勤:    2ニック　理事長　鳴海 組変 他   現存
     (医       2)　賢二 平29.12. 1主たる診療科目
     は（消化器内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44202,1385,6 松岡産婦人科医院 〒874-0847 0977-22-1577医療法人松岡産婦人科松岡　幸一郎 平 8.12. 1一般        14診療所
     別医385 別府市大字鶴見２６４７番地の１常　勤:    1医院　理事長　松岡　 組変 産婦 現存
     (医       1)幸一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44302,1387,2 吉賀循環器内科 〒874-0042 0977-66-0115吉賀　攝 吉賀　攝 平 9. 5. 1一般        14診療所
     別医387 別府市大字鉄輪１６３番地 常　勤:    2 開変 内   呼   循  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44402,1388,0 児玉耳鼻咽喉科クリニ〒874-0920 0977-25-8152医療法人児玉耳鼻咽喉児玉　公彦 平 9. 6. 1一般         9診療所
     別医388 ック 別府市北浜２丁目５番１４号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組変 耳い 気食 麻  現存
     (医       2)　児玉　公彦 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44502,1398,9 渡部内科循環器科クリ〒874-0938 0977-23-5800医療法人社団純優会　渡部　純郎 平10. 7. 1循   内   診療所
     別医398 ニック 別府市末広町６番３１号 常　勤:    1理事長　渡部　純郎 組変 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44602,1399,7 荘園内科クリニック 〒874-0836 0977-27-3800古園　晴久 古園　晴久 平10.12. 1内   神内 小  診療所
     別医399 別府市東荘園４丁目２組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44702,1400,3 松本小児科医院 〒874-0920 0977-23-5215医療法人松本小児科医松本　重孝 平10.12. 1一般         7診療所
     別医400 別府市北浜２丁目５番５号 常　勤:    4院　理事長　松本　重 所変 小   内   現存
     (医       4)孝 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44802,1403,7 亀川精神保健クリニッ〒874-0014 0977-27-7500柳田　尚穂 柳田　尚穂 平11. 4. 1精   診療所
     別医403 ク 別府市亀川浜田町３組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44902,1405,2 金子内科医院 〒874-0919 0977-25-5755医療法人啓辰会　理事金子　啓二 平11. 4. 1一般        19診療所
     別医405 別府市石垣東１丁目７番２７号 常　勤:    1長　金子　啓二 組変 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45002,1406,0 岩永レディスクリニッ〒874-0932 0977-23-4371医療法人コラソン　理岩永　成晃 平11. 5. 1一般        19診療所
     別医406 ク 別府市野口中町４番２３号 常　勤:    1事長　岩永　成晃 組変 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 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［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    52 頁

  45102,1407,8 にしむら皮ふ科医院別〒874-0919 0977-24-5800医療法人にしむら皮ふ浦田　保志 平11. 6. 1皮   診療所
     別医407 府診療所 別府市石垣東八丁目５番２１号 常　勤:    1科医院　理事長　西村 新規 現存
     (医       1)　正幸 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45202,1408,6 あべ消化器・内科クリ〒874-0834 0977-27-5055安部　康二 安部　康二 平11. 7. 1内   消   診療所
     別医408 ニック 別府市新別府４組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45302,1409,4 青山整形外科クリニッ〒874-0828 0977(25)3611医療法人青山整形外科内田　六郎 平11. 6. 1一般    診療所
     別医409 ク 別府市山の手町１７組の１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 整外 リハ 内  現存
     (医       1)内田　六郎 平29. 6. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45402,1415,1 さとう皮膚科 〒874-0909 0977-23-3033佐藤　博一 佐藤　博一 平12. 4. 1皮   診療所
     別医415 別府市田の湯町１５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45502,1416,9 木下医院 〒874-0908 0977-24-1849木下　晴之 木下　晴之 平12. 3. 6一般        13診療所
     別医416 別府市上田の湯町１番７号 常　勤:    2 所変 療養         6療養病床
     (医       2) 平30. 3. 6内   外   ひ  現存
     こう 眼   胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45602,1417,7 石垣病院 〒874-0833 0977-66-7557医療法人顕秀会　理事松川　秀 平12. 4. 1一般        40病院
     別医417 別府市大字鶴見１２番地の１ 常　勤:    5長　山本　記顯 組変 呼外 外   呼内療養病床
     (医       5) 平30. 4. 1アレ 麻   他  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45702,1418,5 福田内科医院 〒874-0919 0977-25-2250医療法人福田会　理事福田　仁 平12.12. 1一般        19診療所
     別医418 別府市石垣東３丁目４番１２号 常　勤:    2長　福田　仁 組変 内   他   現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45802,1419,3 木村クリニック 〒874-0908 0977-24-2002医療法人緑慈会　理事木村　欣一郎 平13. 1. 1一般        18診療所
     別医419 別府市上田の湯町１７番８号 常　勤:    2長　木村　欣一郎 組変 内   神   リハ現存
     (医       2) 平25. 1. 1心内 リウ 精  
     消   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45902,1420,1 児玉病院 〒874-0025 0977-67-1611医療法人聡明会　理事和田　哲也 平13. 1. 1一般        41病院
     別医420 別府市亀川四の湯町５番１９号 常　勤:    5長　川本　洋 組変 療養        74療養病床
     (医       5) 平25. 1. 1内   呼内 リウ現存
     非常勤:   33 リハ 心内 他  
     (医      33) （消化器内科、
     循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46002,1423,5 堀循環器科内科クリニ〒874-0014 0977-27-6786堀　秀史 堀　秀史 平13. 6. 1循   内   呼  診療所
     別医423 ック 別府市亀川浜田町２番６３号アル常　勤:    1 新規 現存
     ウィン・コート亀川１Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46102,1425,0 原嶋内科医院 〒874-0838 0977-23-5261原嶋　文治 原嶋　文治 平13.10. 1一般        19診療所
     別医425 別府市荘園町６－４ 常　勤:    1 新規 内   呼内 アレ現存
     (医       1) 平25.10. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46202,1429,2 諌山整形外科医院 〒874-0904 0977-23-1380医療法人哲仁会　理事諌山　哲郎 平13.12. 1整外 リハ リウ診療所
     別医429 別府市南荘園町２０組 常　勤:    1長　諌山　哲郎 組変 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46302,1430,0 北浜眼科クリニック 〒874-0920 0977-22-5560大藪　由布子 大藪　由布子 平14. 4. 1眼   診療所
     別医430 別府市北浜１丁目１３－１１ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46402,1431,8 飛田内科外科クリニッ〒874-0849 0977-27-2000飛田　公博 飛田　公博 平14. 5. 1内   外   胃  診療所
     別医431 ク 別府市扇山９組－３ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46502,1433,4 医療法人清瞳会　岡田〒874-0943 0977-25-1010医療法人清瞳会　理事岡田　豊和 平14. 5. 1一般        19診療所
     別医433 眼科医院 別府市楠町１番３２号 常　勤:    1長　岡田　豊和 組変 眼   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46602,1434,2 みなみメンタルクリニ〒874-0833 0977-22-0373南　裕二 南　裕二 平14.10. 1心内 精   神  診療所
     別医434 ック 別府市鶴見町３組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46702,1435,9 渡 医院 〒874-0930 0977-23-0564医療法人渡 医院　理渡 　千之 平14.11. 1一般        13診療所
     別医435 別府市光町４番１１号 常　勤:    3事長　渡 　千之 組変 療養         5療養病床
     (医       3) 平26.11. 1内   小   呼  現存
     循   消   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46802,1436,7 清瀬病院 〒874-0932 0977-25-1555医療法人清栄会　理事日下部　隆則 平14.11. 1一般        40病院
     別医436 別府市野口中町４番８号 常　勤:    5長　清瀬　隆 組変 内   外   脳外現存
     (医       5) 平26.11. 1心外 他   
     非常勤:   69
     (医      69)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46902,1438,3 矢田こどもクリニック〒874-0919 0977-22-9557医療法人社団ふたば会矢田　公裕 平15. 5. 1小   アレ 他  診療所
     別医438 別府市石垣東４丁目５番４号 常　勤:    1　理事長　矢田　公裕 組変 （小児循環器内現存
     (医       1) 平27. 5. 1科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47002,1439,1 かめがわ耳鼻咽喉科 〒874-0025 0977-27-8733医療法人聡明会　理事川本　洋 平15. 7. 1耳い 診療所
     別医439 別府市亀川四の湯町９番１号 常　勤:    1長　川本　洋 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47102,1440,9 ヒロセ内科医院 〒874-0934 0977-21-3030医療法人メディ・キュ 瀬　忠男 平15. 6. 1一般        11診療所
     別医440 別府市駅前本町５番２３号 常　勤:    1ーブ　理事長　 瀬　 組変 療養         6療養病床
     (医       1)忠男 平27. 6. 1内   呼   消  現存
     非常勤:    2 循   リウ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47202,1441,7 佐藤整形外科医院 〒874-0936 0977-25-0022佐藤　倫一郎 佐藤　倫一郎 平15. 6. 1一般        19診療所
     別医441 別府市中央町８番２０号 常　勤:    1 開変 整外 リハ 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47302,1443,3 みょうばんクリニック〒874-0840 0977-67-5888社会福祉法人　農協共首藤　宗一郎 平16. 2. 1内   リハ 診療所
     別医443 別府市大字鶴見字奥山田１０９２常　勤:    1済別府リハビリテーシ 新規 現存
     番の１ (医       1)ョンセンター　理事長 平28. 2. 1
     非常勤:    3　大塚　義巳
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47402,1447,4 朝見病院 〒874-0812 0977-22-0036医療法人寺岡会　理事武田　忠 平16. 6. 1精神       102病院
     別医447 別府市朝見１丁目２３番２８号 常　勤:    3長　武田　忠 組変 精   心内 内  現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47502,1448,2 こだま脳神経外科クリ〒874-0919 0977-22-0272児玉　晋一 児玉　晋一 平16. 7. 1脳外 神内 リハ診療所
     別医448 ニック 別府市石垣東８－２－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47602,1452,4 みなと眼科クリニック〒874-0922 0977-22-2270医療法人祥成会　理事谷脇　祥徳 平18. 1. 1眼   診療所
     別医452 別府市船小路町１０２－１ 常　勤:    1長　谷脇　祥徳 組変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47702,1453,2 あおい産婦人科 〒874-0919 0977-25-0888医療法人　あおい産婦本多　和夫 平18. 1. 1一般        14診療所
     別医453 別府市石垣東八丁目２番３１号 常　勤:    1人科　理事長　本多　 組変 産   婦   内  現存
     (医       1)和夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47802,1454,0 宮﨑内科医院 〒874-0902 0977-24-2455医療法人　真幸会　理宮﨑　幸雄 平18. 1. 1一般        14診療所
     別医454 別府市青山町３０５２番地５ 常　勤:    1事長　宮﨑　幸雄 組変 内   神内 療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47902,1458,1 千馬内科医院 〒874-0943 0977-21-0715医療法人千馬内科医院小松　賢市 平18.12. 1一般        10診療所
     別医458 別府市楠町２番１７号 常　勤:    1　理事長　小松　賢市 組変 療養         9現存
     (医       1) 平24.12. 1内   消   循  
     放   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48002,1460,7 別府駅前クリニック 〒874-0920 0977-25-3030医療法人メディ・キュ平川　真帆 平19. 4. 1内   外   放  診療所
     別医460 別府市北浜１丁目３番１２号３階常　勤:    1ーブ　理事長　広瀬　 新規 麻   他   療養病床
     (医       1)忠男 平25. 4. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48102,1462,3 いとう循環器・麻酔科〒874-0910 0977-24-1002伊東　浩司 伊東　浩司 平19. 6. 1麻   呼内 内  診療所
     別医462 クリニック 別府市石垣西７丁目２１４７－１常　勤:    1 新規 外   リハ 他  現存
     (医       1) 平25. 6. 1（ペインクリニ
     ック内科・循環
     器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48202,1463,1 おおさわクリニック 〒874-0921 0977-27-0030医療法人文浩会　理事大澤　直文 平19. 5. 1内   外   胃  診療所
     別医463 別府市富士見町１番７号 常　勤:    1長　大澤　直文 組変 リハ こう 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48302,1464,9 くらた医院 〒874-0000 0977-27-3227医療法人別府ガーデン倉田　荘太郎 平19. 7. 1美外 形外 皮  診療所
     別医464 別府市大字南立石字下コガ３９５常　勤:    2ヒルクリニック　理事 組変 他   現存
     番地の４ (医       2)長　倉田　荘太郎 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48402,1466,4 藤吉乳腺クリニック 〒874-0836 0977-75-6029藤吉　健児 藤吉　健児 平20. 5. 1外   他   診療所
     別医466 別府市東荘園４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48502,1467,2 楠眼科 〒874-0943 0977-27-1883木村　守一 木村　守一 平20. 8. 1眼   診療所
     別医467 別府市楠町３８２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48602,1468,0 耳鼻咽喉科しげみ医院〒874-0836 0977-27-3387重見　英男 重見　英男 平21. 1. 9耳い アレ 診療所
     別医468 別府市東荘園町２丁目１ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平27. 1. 9
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  48702,1469,8 アロハ　クリニック 〒874-0833 0977-26-2366古田　栄一 古田　栄一 平21. 6. 1内   皮   アレ診療所
     別医469 別府市鶴見１組１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48802,1470,6 しまざき耳鼻咽喉科 〒874-0848 0977-75-8733嶋﨑　敏樹 嶋﨑　敏樹 平21. 6. 1耳い アレ 診療所
     別医470 別府市大畑２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48902,1471,4 右田眼科 〒874-0910 0977-21-9111医療法人　杏水会　理右田　雅義 平21. 5. 1一般         9診療所
     別医471 別府市石垣西７丁目８番１９号 常　勤:    2事長　右田　寛 組変 眼   現存
     (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49002,1473,0 別府市医師会地域保健〒874-0931 0977-23-2277一般社団法人　別府市佐藤　弓雄 平22.12. 1内   小   婦  診療所
     別医473 センター 別府市西野口町１５－３３ 常　勤:    1医師会　会長　矢田　 所変 放   現存
     (医       1)公裕 平28.12. 1
     非常勤:   56
     (医      36)
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49102,1474,8 さかい内科医院 〒874-0840 0977(25)0552医療法人さかい内科医境　隆太郎 平23. 1. 1一般        14診療所
     別医474 別府市大字鶴見２４９４番地の３常　勤:    2院　理事長　境　隆太 組変 療養         5療養病床
     (医       2)郎 平29. 1. 1内   放   他  現存
     非常勤:    1 他：胃腸内科、
     (医       1) 消化器内科、糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49202,1475,5 医療法人百善会　村橋〒874-0942 0977-23-3231医療法人財団百善会　村橋　弘喜 平23. 4. 1一般        50病院
     別医475 病院 別府市千代町２番５号 常　勤:    6理事長　村橋　弘喜 所変 療養        30療養病床
     (医       6) 平29. 4. 1内   呼内 リウ現存
     非常勤:   11 神内 心内 リハ
     (医      11) 整外 他   
     （循環器内科、
     消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49302,1477,1 橋本産婦人科医院 〒874-0932 0977(24)3232橋本　憲明 橋本　憲明 平23.12. 1一般         5診療所
     別医477 別府市野口中町１８番２６号 常　勤:    1 開変 産婦 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49402,1478,9 末宗内科医院 〒874-0908 0977-22-1824末宗　康宏 末宗　康宏 平24. 3. 2内   他   診療所
     別医478 別府市上田の湯町１３番３号 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平30. 3. 2
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  49502,1479,7 たなか乳腺・外科・内〒874-0936 0977(25)5200田中　文明 田中　文明 平24. 4. 1一般        19診療所
     別医479 科クリニック 別府市中央町８－３０ 常　勤:    2 開変 内   外   他  現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49602,1481,3 ミヨシ医院 〒874-0910 0977-25-2727医療法人　怜知会　理身 　隆雄 平25. 5. 1内   リウ アレ診療所
     別医481 別府市石垣西２丁目３番３０号 常　勤:    2事長　小川　武彦 組変 皮   ひ   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49702,1482,1 しん整形外科リハビリ〒874-0836 0977-23-4976医療法人　彩翔会　理秦　祥彦 平25. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     別医482 テーション＆スポーツ別府市大字南石垣１５１８番地の常　勤:    1事長　秦　祥彦 組変 現存
     クリニック ４１３ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49802,1483,9 野口病院 〒874-0902 0977-21-2151医療法人　野口記念会村上　司 平25. 5. 1一般       120病院
     別医483 別府市青山町７番５２号 常　勤:   18（財団）　理事長　野 所変 内   外   耳い現存
     (医      15)口　志郎 平25. 5. 1放   麻   病理
     (薬       3)
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49902,1484,7 中村たかクリニック 〒874-0923 0977-26-2220医療法人　結の里　理中村　恭世 平25. 7. 1内   他   診療所
     別医484 別府市新港町１－３０ 常　勤:    1事長　中村　恭世 組変 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50002,1485,4 かめがわ皮膚科 〒874-0025 0977-67-4871医療法人　聡明会　理文　明徳 平25.11. 1皮   診療所
     別医485 別府市亀川四の湯町５番１７号 常　勤:    1事長　川本　洋 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50102,1486,2 平井整形外科医院 〒874-0909 0977-24-1511平井　良昌 平井　良昌 平25. 9.30整外 リウ リハ診療所
     別医486 別府市田の湯町９－１６ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平25. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50202,1489,6 明石Ｍクリニック 〒874-0045 0977-76-5270明石　光伸 明石　光伸 平26.10. 1内   診療所
     別医489 別府市御幸９組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50302,1491,2 たにぐち糖尿病内科ク〒874-0836 0977-21-7373医療法人　たにぐち糖谷口　晋 平26.12. 1内   他   診療所
     別医491 リニック 別府市東荘園１－１－１　リバー常　勤:    1尿病内科クリニック　 組変 現存
     サイドハイツ荘園１Ｆ (医       1)理事長　谷口　晋 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50402,1492,0 なごみ診療所 〒874-0828 0977-22-1580医療法人　心和会　理向井　史孝 平26.12. 1内   呼内 診療所
     別医492 別府市山の手町９番３９号 常　勤:    1事長　向井　史孝 所変 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50502,1493,8 おおいし皮フ科クリニ〒874-0919 0977-76-5688大石　正樹 大石　正樹 平27. 4. 1皮   他   診療所
     別医493 ック 別府市石垣東３丁目１番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50602,1496,1 久保田クリニック 〒874-0919 0977-25-6363医療法人　オムニス　久保田　義健 平27. 8. 1一般        19診療所
     別医496 別府市石垣東十丁目４番１７号 常　勤:    2理事長　久保田　義健 所変 内   外   リハ現存
     (医       2) 平27. 8. 1心外 他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50702,1497,9 大分先端画像診断セン〒874-0023 0977-66-4116友成　健一朗 友成　健一朗 平27. 9. 1放   内   診療所
     別医497 ター 別府市大字北石垣字雁屋沢津８１常　勤:    2 開変 現存
     １番地の５ (医       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50802,1498,7 久保おなか・おしりク〒874-0919 0977-23-2211久保　宣博 久保　宣博 平27.11. 1外   内   他  診療所
     別医498 リニック 別府市石垣東３丁目５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50902,1499,5 安部第一医院 〒874-0905 0977-23-3345医療法人　安部第一医安部　明夫 平27.12. 7一般         8診療所
     別医499 別府市上野口町３番４０号 常　勤:    3院　理事長　安部　明 組変 療養        11療養病床
     (医       3)夫 平27.12. 7内   神内 他  現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51002,1500,0 衛藤小児科医院 〒874-0838 0977-85-7881衛藤　元寿 衛藤　元寿 平28. 3. 1小   他   診療所
     別医500 別府市荘園１組－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    59 頁

  51102,1501,8 別府トキハクリニック〒874-0920 0977-75-8878医療法人　オムニス　福永　周司 平28. 7. 1内   外   心外診療所
     別医501 別府市北浜２丁目９番１号 常　勤:    1理事長　久保田　義健 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51202,1502,6 釘宮整形外科リハビリ〒874-0833 0977-27-8838医療法人　真成会　理釘宮　基泰 平28. 6. 1整外 リハ 診療所
     別医502 クリニック 別府市鶴見９－４ 常　勤:    1事長　釘宮　基泰 組変 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51302,1504,2 医療法人財団親幸会　〒874-0947 0977-25-1908医療法人財団親幸会　田代　幹雄 平28.10. 1内   呼内 他  診療所
     別医504 浜脇クリニック 別府市浜脇１丁目２－５ 常　勤:    1理事長　田代　幹雄 新規 休止
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51402,1505,9 医療法人財団親幸会　〒874-0947 0977-22-2228医療法人財団親幸会　田代　幹雄 平28. 9. 1療養        96病院
     別医505 浜脇記念病院 別府市浜脇１丁目６－２１ 常　勤:    3理事長　田代　幹雄 所変 内   皮   リハ療養病床
     (医       3) 平28. 9. 1他   現存
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51502,1506,7 つねとみ内科胃腸科ク〒874-0916 0977-67-3600医療法人つねとみクリ常富　亘人 平28.12. 1内   他   診療所
     別医506 リニック 別府市大字北石垣１０３６番地７常　勤:    1ニック　理事長　常富 組変 現存
     (医       1)　亘人 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51602,1507,5 古城小児科医院 〒874-0034 0977-67-5566古城　昌展 古城　昌展 平29. 1. 1小   診療所
     別医507 別府市上人仲町４－２２ 常　勤:    2 開変 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51702,1508,3 新森内科クリニック 〒874-0919 0977-25-5261新森　義信 新森　義信 平29. 3. 1内   呼内 放  診療所
     別医508 別府市石垣東５丁目１番２５号 常　勤:    1 所変 他   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51802,1510,9 山口病院 〒874-0918 0977-26-3535医療法人平成会　理事山口　修 平29. 4. 1一般        41病院
     別医510 別府市汐見町５番２９号 常　勤:    1長　酒井　公範 開変 整外 内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51902,1511,7 石垣うちくら医院 〒874-0919 0977-80-5033内倉　洋三 内倉　洋三 平29. 7. 1内   呼内 他  診療所
     別医511 別府市石垣東３丁目１番３号 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52003,1020,7 村上記念病院 〒871-0049 0979-23-3333医療法人杏林会　理事中山　吉福 昭35.10. 1一般        37病院
     中医20 中津市諸町１７９９番地 常　勤:    6長　菊池　仁志 新規 療養       128療養病床
     (医       6) 平29.10. 1内   リハ 病理現存
     非常勤:   23 呼内 他   
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52103,1079,3 山上医院 〒871-0153 0979(22)4058山上　靖史 山上　靖史 昭40.11. 1内   外   診療所
     中医79 中津市大字大貞３６６の４２ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52203,1123,9 木下外科医院 〒871-0012 0979(24)5701木下　清弓 木下　清弓 昭51.11.20胃   外   こう診療所
     中医123 中津市大字宮夫字小深田１４０－常　勤:    1 所変 放   現存
     ２ (医       1) 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52303,1128,8 大分県北部保健所 〒871-0024 0979-22-2210大分県知事　広瀬　勝大神　貴史 昭35. 7. 1内   診療所
     中医128 中津市中央町一丁目１０－４２ 常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52403,1140,3 進耳鼻咽喉科医院 〒871-0053 0979-22-0200進　保政 進　保政 昭56. 7. 8耳い 診療所
     中医140 中津市古魚町１６７４ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52503,1155,1 清松内科医院 〒871-0036 0979-22-0450清松　敬司 清松　敬司 昭60.12. 1内   診療所
     中医155 中津市島田本町５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52603,1163,5 髙椋クリニック 〒871-0027 0979-22-5470医療法人健清会　理事小野　弘 平元. 6. 1一般         7診療所
     中医163 中津市大字上宮永２９９番地の３常　勤:    2長　髙椋　清 組変 療養        12療養病床
     (医       2) 平28. 6. 1内   外   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52703,1164,3 中津胃腸病院 〒871-0162 0979-24-1632医療法人社団中津胃腸深野　昌宏 平元. 6. 1一般       112病院
     中医164 中津市大字永添５１０番地 常　勤:    4病院　理事長　深野　 組変 外   内   リハ現存
     (医       4)昌宏 平28. 6. 1麻   他   
     非常勤:   15 （外科（消化器
     (医      15) 、肛門）、内科
     （消化器、疼痛
     緩和））
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52803,1169,2 中津眼科 〒871-0027 0979-22-7888浅井　英男 浅井　英男 平元.10. 1一般        10診療所
     中医169 中津市大字上宮永２丁目６７番１常　勤:    1 新規 眼   現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52903,1170,0 向心会　大貞病院 〒871-0157 0979-32-4512医療法人向心会大貞病向笠　浩貴 平元.11. 1精神       144病院
     中医170 中津市大字中原８番地 常　勤:    4院　理事長　向笠　浩 組変 精   現存
     (医       4)貴 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53003,1171,8 里見医院 〒871-0024 0979(24)1251医療法人英然会　理事里見　隆彦 平元.11. 1一般         2診療所
     中医171 中津市中央町１丁目８番３６号 常　勤:    1長　里見　隆彦 組変 療養        17療養病床
     (医       1) 平28.11. 1内   小   胃  現存
     非常勤:    1 呼   循   リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53103,1173,4 今石レディスクリニッ〒871-0056 0979-25-2222医療法人宏仁会　理事今石　清久 平 2. 2. 1一般        19診療所
     中医173 ク 中津市片端町１３６３番地 常　勤:    1長　今石　清久 組変 産婦 内   休止
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53203,1175,9 小路内科医院 〒871-0027 0979-22-2360医療法人高徳純眞会　小路　眞護 平 2. 9. 1一般        19診療所
     中医175 中津市大字上宮永７４番地 常　勤:    1理事長　小路　眞護 組変 内   消   循  療養病床
     (医       1) 平29. 9. 1放   現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53303,1181,7 中津皮膚科 〒871-0024 0979(22)0707医療法人澄心会　理事宮野　径彰 平 3.11. 1皮   アレ 診療所
     中医181 中津市中央町１丁目９番３６号 常　勤:    1長　宮野　径彰 組変 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53403,1182,5 酒井病院 〒871-0024 0979-22-0192医療法人慈仁会　理事吉尾　正治 平 3.11. 1一般        50病院
     中医182 中津市中央町１丁目１番４３号 常　勤:    5長　酒井　啓一郎 組変 療養        26療養病床
     (医       5) 平24.11. 1内   胃   外  現存
     非常勤:   11 整外 形外 ひ  
     (医      11) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53503,1183,3 医療法人三光会　松永〒871-0024 0979-24-6060医療法人三光会　理事松永　光史 平 3.11. 1一般        45病院
     中医183 循環器病院 中津市中央町１丁目３番５４号 常　勤:    5長　松永　光史 組変 内   呼   消  現存
     (医       5) 平24.11. 1循   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53603,1194,0 寺町クリニック 〒871-0075 0979-24-7671医療法人真浄会　理事太田　喜久子 平 6. 4. 1精   心内 診療所
     中医194 中津市寺町９８８番地の３ 常　勤:    1長　太田　喜久子 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  53703,1196,5 横松眼科医院 〒871-0023 0979(22)1523横松　美登里 横松　美登里 平 6.10. 1一般         4診療所
     中医196 中津市大字湯屋２８４－８ 常　勤:    1 所変 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53803,1197,3 宮田内科医院 〒871-0015 0979-22-3375医療法人宮田内科医院荻原　健 平 7. 1. 1内   消   循  診療所
     中医197 中津市牛神４３２番地 常　勤:    1　理事長　荻原　健 組変 呼   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53903,1198,1 末 医院 〒871-0021 0979-23-6577末 　朋耒 末 　朋耒 平 7. 4. 1内   消   リウ診療所
     中医198 中津市沖代町１丁目７番１号 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54003,1200,5 医療法人三光会　松永〒871-0162 0979-23-7182医療法人三光会　理事津末　輝彦 平 7. 6. 1内   脳外 神内診療所
     中医200 クリニック 中津市大字永添９３３－１ 常　勤:    2長　松永　光史 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54103,1201,3 医療法人さがら小児科〒871-0021 0979-22-6200医療法人さがら小児科相良　勝臣 平 7. 6. 1小   内   循  診療所
     中医201 中津市沖代町２丁目１番６０号 常　勤:    1　理事長　相良　勝臣 組変 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54203,1202,1 医療法人社団内尾整形〒871-0027 0979-24-6878医療法人社団内尾整形内尾　伸行 平 7. 6. 1一般        19診療所
     中医202 外科医院 中津市大字上宮永３３１番地の２常　勤:    1外科医院　理事長　内 組変 整外 リハ リウ現存
     (医       1)尾　伸行 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54303,1203,9 ふるかわメディカルク〒871-0058 0979(24)4160医療法人聖信会　理事古川　信房 平 8. 1. 1内   消   胃  診療所
     中医203 リニック 中津市豊田町６番地の４ 常　勤:    1長　古川　信房 組変 放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54403,1206,2 賀来内科循環器科医院〒871-0023 0979-26-0432賀来　徹 賀来　徹 平 9. 4. 1内   循   消  診療所
     中医206 中津市大字湯屋２７３－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54503,1207,0 中尾眼科クリニック 〒871-0031 0979-22-0176医療法人陽光会　理事中尾　眞治 平 9.11. 1一般         9診療所
     中医207 中津市大字中殿５０３番地の１の常　勤:    2長　中尾　眞治 組変 内   眼   休止
     ２ (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54603,1208,8 田中医院 〒879-0103 0979-32-8567田中　雄治 田中　雄治 平 9.12. 1内   呼   診療所
     中医208 中津市大字植野１０７番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54703,1210,4 井上小児科医院 〒871-0027 0979-22-0524医療法人井上小児科医井上　登生 平10.10. 1小   内   リハ診療所
     中医210 中津市大字上宮永字友ノ町１３番常　勤:    2院　理事長　井上　登 所変 精   現存
     地の４ (医       2)生 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54803,1211,2 サクラクリニック 〒871-0025 0979-26-1666小林　義春 小林　義春 平11. 5. 1精   心内 診療所
     中医211 中津市万田６５５番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54903,1215,3 中津市立中津市民病院〒871-0011 0979-22-2480中津市長　奧塚　正典横田　昌樹 平12. 7. 1一般       250病院
     (03,3127,4) 中津市大字下池永１７３番地 常　勤:   52 開変 内   心内 神内現存
     中医215 (医      51) 平24. 7. 1呼内 小   外  
     (歯       1) 呼外 脳外 心外
     非常勤:   28 小外 ひ   放  
     (医      27) 麻   産婦 耳い
     (歯       1) 整外 歯外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55003,1216,1 木戸耳鼻咽喉科クリニ〒871-0162 0979-22-2745医療法人恵仁会　理事木戸　利成 平12.12. 1耳い 診療所
     中医216 ック 中津市大字永添３７５番地の１ 常　勤:    1長　木戸　利成 所変 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55103,1218,7 西耳鼻咽喉科医院 〒871-0027 0979-22-7353医療法人西耳鼻咽喉科西　博子 平13. 1. 1耳い 診療所
     中医218 中津市大字上宮永１１１４番地の常　勤:    2医院　理事長　西　博 組変 現存
     １ (医       2)子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55203,1220,3 心療クリニック　済生〒871-0058 0979-26-0670田口　康仁 田口　康仁 平13. 5. 1精   診療所
     中医220 堂 中津市豊田町２番地２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55303,1221,1 髙野医院 〒871-0033 0979-22-1837医療法人にしむら皮ふ西村　美香 平13. 9. 1皮   診療所
     中医221 中津市大字島田８０７番地の１ 常　勤:    1科医院　理事長　西村 開変 現存
     (医       1)　正幸 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55403,1222,9 前田内科医院 〒879-0123 0979-32-5805医療法人三省　理事長前田　省三 平14. 1. 1内   呼   消  診療所
     中医222 中津市大字田尻１０７５番地 常　勤:    1　前田　省三 組変 循   現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55503,1223,7 梶原病院 〒871-0030 0979-22-2535医療法人梶原病院　理梶原　慎 平14. 1. 1一般        90病院
     中医223 中津市中殿町３丁目２９番地の８常　勤:    3事長　梶原　慎 組変 療養        47療養病床
     (医       3) 平26. 1. 1内   外   胃  現存
     非常勤:   19 整外 
     (医      19)
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  55603,1224,5 クリニック　いずみ 〒871-0162 0979-26-0788社会福祉法人九州キリ鬼塚　徹 平14. 8. 1内   呼   診療所
     中医224 中津市大字永添２７４４番地 常　勤:    1スト教社会福祉事業団 新規 休止
     (医       1)　理事長　冨永　健司 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55703,1225,2 杉原内科消化器科クリ〒871-0024 0979-26-0025医療法人優輝　理事長杉原　茂孝 平14.11. 1内   消   診療所
     中医225 ニック 中津市中央町２丁目５０１番地２常　勤:    2　杉原　茂孝 組変 現存
     (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55803,1227,8 中尾循環器科内科クリ〒871-0152 0979-27-6878医療法人　中尾循環器中尾　俊幸 平15. 6. 1内   循   呼  診療所
     中医227 ニック 中津市大字加来２２８３番地の５常　勤:    1科内科クリニック　理 組変 消   現存
     １１ (医       1)事長　中尾　俊幸 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55903,1228,6 縄田内科 〒871-0068 0979-24-5868縄田　和雄 縄田　和雄 平15. 8.10内   診療所
     中医228 中津市豊後町８４１番地 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平27. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56003,1231,0 三保診療所 〒871-0151 0979-26-5550黒川　有三 黒川　有三 平16. 8.16内   リハ 麻  診療所
     中医231 中津市大字大悟法７９０番地の２常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56103,1233,6 中津市国民健康保険津〒871-0413 0979-54-2035中津市長　奧塚　正典酒見　久哲 平17. 3. 1内   小   外  診療所
     中医233 民診療所 中津市耶馬溪町大字大野９５０番常　勤:    1 開変 現存
     地２ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56203,1239,3 つくし園 〒871-0101 0979-43-6181社会福祉法人直心会　菅沼　育雄 昭58. 7. 1一般        40病院
     中医239 中津市三光森山８２３番地２ 常　勤:    1理事長　梶原　正 新規 小   内   整外現存
     (医       1) 平28. 7. 1リハ 
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56303,1240,1 農業協同組合立下郷診〒871-0434 0979-56-2361下郷農業協同組合　代若山　勝弘 昭64. 1. 1一般        19診療所
     中医240 療所 中津市耶馬溪町大字樋山路字中島常　勤:    1表理事組合長　矢﨑　 新規 内   循   小  現存
     １５－５ (医       1)和 平28. 1. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56403,1241,9 水谷クリニック 〒871-0712 0979-62-2336医療法人光和会　理事水谷　和毅 平 5.11. 1一般         6診療所
     中医241 中津市山国町守実８０番地の１ 常　勤:    2長　水谷　和毅 組変 療養         6現存
     (医       2) 平29.11. 1内   外   小  
     他   
     他：消化器内科
     、漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56503,1242,7 横井医院 〒871-0313 0979-53-2305医療法人横井医院　理横井　悦男 平 7. 1. 1内   小   診療所
     中医242 中津市本耶馬渓町落合１０１１ 常　勤:    1事長　横井　悦男 組変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56603,1243,5 熊谷循環器科内科医院〒871-0712 0979-62-2126医療法人松寿堂　理事熊谷　英一郎 平 9. 6. 1一般        14診療所
     中医243 中津市山国町守実３２２番地 常　勤:    1長　熊谷　英一郎 組変 内   小   他  現存
     (医       1) 平30. 6. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56703,1244,3 医療法人誠雅会　松元〒871-0113 0979-26-8020医療法人誠雅会　理事松元　雅彦 平 9. 6. 1一般        19診療所
     中医244 整形外科医院 中津市三光土田１２４３番地の４常　勤:    1長　松元　雅彦 新規 整外 内   リハ現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56803,1245,0 まつざきクリニック 〒871-0112 0979-43-5784医療法人まつざきクリ松﨑　秀樹 平10. 1. 1一般        19診療所
     中医245 中津市三光臼木１２１８番地 常　勤:    2ニック　理事長　松﨑 組変 脳外 内   麻  現存
     (医       1)　秀樹 平28. 1. 1リハ 精   神  
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56903,1246,8 守谷医院 〒871-0201 0979-52-2201医療法人守谷医院　理大西　節夫 平10. 5. 1内   診療所
     中医246 中津市本耶馬渓町樋田９０番地３常　勤:    1事長　大西　節夫 組変 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57003,1247,6 平田診療所 〒871-0401 0979-54-2114医療法人平田診療所　久保園　五十鈴 平16. 2. 1内   循   小  診療所
     中医247 中津市耶馬溪町大字平田１５１８常　勤:    1理事長　久保園　五十 組変 外   リハ 現存
     番地の１ (医       1)鈴 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57103,1248,4 中津市国民健康保険山〒871-0421 0979-55-2068中津市長　奧塚　正典内藤　英一郎 平17. 3. 1内   小   診療所
     中医248 移診療所 中津市耶馬溪町大字山移３８１３常　勤:    1 開変 現存
     番地１ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57203,1251,8 大堀脳神経クリニック〒871-0058 0979(23)3865医療法人弘仁会　理事大堀　哲男 平18. 5. 1一般        19診療所
     中医251 中津市豊田町３番地の１１ 常　勤:    1長　森本　一弥 組変 脳外 外   神  休止
     (医       1) 平30. 5. 1リハ 麻   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57303,1252,6 中津脳神経外科病院 〒879-0112 0979-32-2555医療法人弘仁会　理事森本　一弥 平18. 5. 1一般        55病院
     中医252 中津市大字福島字道竹１０５５番常　勤:    4長　森本　一弥 組変 脳外 現存
     地 (医       4) 平30. 5. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
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  57403,1253,4 宮本整形外科医院 〒871-0024 0979(25)0380医療法人正裕会　理事宮本　正絋 平18.12. 1一般        19診療所
     中医253 中津市中央町１丁目５番６５号 常　勤:    2長　宮本　正絋 組変 整外 リハ 麻  現存
     (医       1) 平24.12. 1リウ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57503,1254,2 中津市国民健康保険槻〒871-0701 0979-64-2024中津市長　奧塚　正典日下　寛惟 平19. 4. 1内   小   診療所
     中医254 木診療所 中津市山国町槻木１０７５番地 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57603,1256,7 耳鼻咽喉科　辛島医院〒871-0055 0979-22-3276辛島　惟子 辛島　惟子 平19. 7. 1耳い 診療所
     中医256 中津市殿町１４２１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57703,1257,5 南整形外科クリニック〒871-0055 0979-22-0241医療法人天真堂　理事南　達也 平19. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     中医257 中津市殿町２丁目１４３１番地の常　勤:    1長　南　達也 所変 現存
     １ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57803,1258,3 和田胃腸科内科クリニ〒871-0015 0979-23-6565医療法人和田胃腸科内和田　孝次 平19. 7. 1胃   内   外  診療所
     中医258 ック 中津市牛神１丁目１４番地４ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組変 こう リハ 現存
     (医       1)　和田　孝次 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57903,1260,9 けいだクリニック 〒871-0024 0979-24-5222医療法人けいだクリニ慶田　祐一 平21.12. 1内   胃   外  診療所
     中医260 中津市中央町１丁目７３８番地１常　勤:    1ック　理事長　慶田　 組変 現存
     (医       1)祐一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58003,1261,7 加来小児科 〒871-0007 0979(24)0598加来　省三 加来　省三 平22.11. 1小   診療所
     中医261 中津市中殿町４丁目１―２２ 常　勤:    1 組変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58103,1263,3 のまさ小児科 〒871-0007 0979-64-6871本田　貴予 本田　貴予 平23. 7. 1小   診療所
     中医263 中津市蛎瀬６００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58203,1264,1 中津第一病院 〒871-0012 0979-23-1123医療法人中津第一病院久下　亨 平24. 1. 1一般       126病院
     中医264 中津市大字宮夫２５２番地２ 常　勤:    8　理事長　江口　雄一 組変 療養        54療養病床
     (医       8)郎 平30. 1. 1内   ひ   リハ現存
     非常勤:   26 麻   形外 他  
     (医      24)
     (歯       2)
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  58303,1265,8 かわしまクリニック 〒871-0012 0979-24-9855社会医療法人玄真堂　田村　裕昭 平24. 1.10整外 リハ リウ診療所
     中医265 中津市大字宮夫１１番地１ 常　勤:    2理事長　川嶌　眞人 所変 現存
     (医       2) 平30. 1.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58403,1266,6 久持クリニック 〒871-0043 0979-22-3351久持　秀臣 久持　秀臣 平24. 4. 2小   内   整外診療所
     中医266 中津市栄町２０９１番地 常　勤:    2 所変 現存
     (医       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58503,1267,4 愛アイクリニック 〒871-0065 0979-27-0331医療法人　和　理事長久持　彩子 平25. 8. 1眼   診療所
     中医267 中津市蛭子町３丁目９９番地 常　勤:    1　愛甲　文野 所変 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58603,1268,2 川嶌整形外科病院 〒871-0012 0979-24-0464社会医療法人玄真堂　川嶌　眞之 平25.11.23一般 病院
     中医268 中津市大字宮夫１７番地 常　勤:   10理事長　川嶌　眞人 所変     一般    93現存
     (医      10) 平25.11.23整外 リハ リウ
     非常勤:    4 麻   放   脳外
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58703,1270,8 中津市立小児救急セン〒871-8511 0979-26-0020中津市長　奥塚　正典合志　光史 平29. 4. 1小   診療所
     中医270 ター 中津市大字下池永１７３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58803,1271,6 あだち眼科 〒871-0030 0979-26-0188医療法人ＡＯＣ　理事足立　徹 平29. 6. 1眼   診療所
     中医271 中津市中殿町３丁目１３番１ 常　勤:    1長　足立　徹 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58903,1272,4 藤吉産婦人科 〒871-0027 0979-24-1103藤吉　直樹 藤吉　直樹 平29. 7. 1一般        16診療所
     中医272 中津市大字上宮永２７０－１ 常　勤:    2 開変 産   婦   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59003,1273,2 ＡＮＳ皮膚科クリニッ〒871-0013 0979-22-1241佐藤　典子 佐藤　典子 平30. 2. 1皮   アレ 形外診療所
     中医273 ク 中津市大字金手平ツ丸１０番１３常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平30. 2. 1他：美容皮膚科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59103,1274,0 久持医院 〒871-0047 0979-22-7358久持　顕子 久持　顕子 平30. 4. 1内   耳い 呼内診療所
     中医274 中津市丸山町４６番地 常　勤:    3 開変 他   現存
     (医       3) 平30. 4. 1他：循環器内科
     、消化器内科
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  59204,1088,2 医療法人鶴陽会岩尾病〒877-0012 0973-22-6161医療法人鶴陽会　理事岩尾　忠 昭46. 5. 1一般        48病院
     日医88 院 日田市淡窓二丁目４番２９号 常　勤:    3長　岩尾　忠 開変 内   呼内 他  現存
     (医       3) 平28. 5. 1（内科（糖尿病
     非常勤:    6 、消化器（内視
     (医       6) 鏡）、肝臓、循
     環器））
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59304,1091,6 日田中央病院 〒877-0012 0973-23-3181医療法人咸宜会　理事野本　健一 昭47.12. 1一般        85病院
     日医91 日田市淡窓二丁目５番１７号 常　勤:    5長　渡邉　條子 新規 内   外   呼  現存
     (医       5) 平29.12. 1消   胃   整外
     非常勤:   25 麻   リハ こう
     (医      25) 循   小外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59404,1092,4 医療法人至誠会　城谷〒877-0013 0973-23-6115医療法人至誠会　理事城谷　徹郎 昭48. 1. 1療養        32病院
     日医92 病院 日田市元町１６番２２号 常　勤:    1長　城谷　徹郎 組変 消   外   こう療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1 現存
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59504,1094,0 上野耳鼻咽喉科医院 〒877-0014 0973(24)3015上野　聖二 上野　聖二 昭50. 3. 1一般         7診療所
     日医94 日田市本町１０－２８ 常　勤:    2 新規 耳い 気食 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59604,1096,5 医療法人豊堂　岩尾整〒877-0071 0973-22-7131医療法人豊堂　理事長阿部　隆伸 昭46. 5. 1一般        60病院
     日医96 形外科病院 日田市大字十二町字岸高５９５の常　勤:    3　岩尾　悠紀子 新規 整外 リハ 麻  現存
     １ (医       3) 平28. 5. 1リウ 
     非常勤:   39
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59704,1097,3 西部保健所 〒877-0025 0973-23-3133大分県知事　広瀬　勝池邉　淑子 昭47. 5.25内   診療所
     日医90 日田市田島２丁目２－５ 常　勤:    1貞 新規 現存
     (医       1) 平29. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59804,1122,9 医療法人社団淡窓会　〒877-0062 0973-23-5151医療法人社団淡窓会　山本　亨 昭59. 5. 1精神       189病院
     日医122 大分友愛病院 日田市大字上野１番地の１ 常　勤:    5理事長　山本　亨 組変 精   内   現存
     (医       5) 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59904,1127,8 功能整形外科医院 〒877-0014 0973-24-7771功能　重雄 功能　重雄 昭61. 1. 1一般        19診療所
     日医127 日田市本町１２－２２ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60004,1136,9 佐藤内科医院 〒877-0025 0973-22-1170佐藤　保光 佐藤　保光 昭62.10. 1内   診療所
     日医136 日田市田島１丁目１７－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60104,1139,3 石井産婦人科 〒877-0005 0973-23-4153医療法人社団石井産婦石井　博基 昭63. 1. 1一般        19診療所
     日医139 日田市豆田町５番１６号 常　勤:    1人科　理事長　石井　 組変 産   婦   現存
     (医       1)博基 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60204,1145,0 五反田病院 〒877-0037 0973-23-8386医療法人利光会　理事五反田　清和 平元. 3. 1一般        60病院
     日医145 日田市大字竹田３９５番地の１ 常　勤:    7長　五反田　利幸 組変 療養         6現存
     (医       7) 平28. 3. 1整外 リハ 内  
     非常勤:   11 外   小外 麻  
     (医      11) 他   
     外科：（胃腸、
     大腸、肛門）内
     科：（胃腸、消
     化器）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60304,1146,8 医療法人春陽会河津内〒877-0061 0973-23-8123医療法人春陽会河津内荻野　英夫 平元. 9. 1一般        19診療所
     日医146 科呼吸器科 日田市石井町２丁目５９２－６ 常　勤:    2科呼吸器科　理事長　 組変 内   呼   現存
     (医       2)荻野　英夫 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60404,1147,6 奥村日田病院 〒877-0023 0973-22-6166医療法人社団宗仁会　和佐野　公二郎 平元. 9. 1精神       180病院
     日医147 日田市田島町５００番地 常　勤:    6理事長　和佐野　公二 組変 精   心内 現存
     (医       6)郎 平28. 9. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60504,1150,0 大分県済生会日田病院〒877-1292 0973-24-1100社会福祉法人恩賜財団林田　良三 平 2.10. 1一般       200病院
     (04,3096,9) 日田市大字三和６４３番地の７ 常　勤:   28済生会支部大分県済生 新規 一般（感染） 現存
     日医150 (医      26)会　支部長　西田　敬 平29.10. 1             4
     (歯       2) 内   外   小  
     非常勤:   40 放   皮   形外
     (医      38) 整外 脳外 婦  
     (歯       2) 麻   リハ 歯外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60604,1152,6 聖陵岩里病院 〒877-0052 0973-22-1600医療法人聖陵会　理事山田　和典 平 2.12. 1一般        47病院
     日医152 日田市大字高瀬１６番地の１８ 常　勤:    4長　小南　達矢 組変 内   呼   消  現存
     (医       4) 平29.12. 1循   外   耳い
     非常勤:   14 整外 皮   リハ
     (医      14)
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  60704,1154,2 大分県済生会日田病院〒877-1232 0973-24-1100社会福祉法人恩賜財団森山　匠 平 3. 4. 1内   外   診療所
     日医154 無医地区巡回診療所 日田市大字三和６４３番地の７ 常　勤:    1済生会支部大分県済生 新規 現存
     (医       1)会　支部長　西田　敬 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60804,1155,9 田中眼科医院 〒877-0016 0973(23)0201医療法人田中眼科医院田中　俊郎 平 3. 5. 1一般         5診療所
     日医155 日田市三本松１丁目１０番１８号常　勤:    1　理事長　田中　俊郎 組変 眼   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60904,1159,1 医療法人社団知心会　〒877-0041 0973-24-6270医療法人社団知心会　一ノ宮　知典 平 5. 3. 1一般        80病院
     日医159 一ノ宮脳神経外科病院日田市竹田新町２－４８ 常　勤:    5理事長　一ノ宮　知典 組変 脳外 外   麻  現存
     (医       5) 平29. 3. 1リハ 他   
     非常勤:   35 （放射線診断科
     (医      35) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61004,1161,7 下飛田小児科 〒877-0015 0973(24)1148下飛田　毅 下飛田　毅 平 5.10. 1小   診療所
     日医161 日田市中央１丁目７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61104,1163,3 中川泌尿器科 〒877-0062 0973-24-5255医療法人中川泌尿器科中川　克之 平 7. 1. 1一般        19診療所
     日医163 日田市上野町泉６０１－１ 常　勤:    2　理事長　中川　克之 組変 ひ   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61204,1165,8 医療法人秋芳会　秋 〒877-0005 0973-23-0808医療法人秋芳会　理事秋 　貴文 平 7. 5. 1一般        40病院
     日医165 病院 日田市豆田町５番２０号 常　勤:    1長　秋 　貴文 組変 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 5. 1外   リハ 
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61304,1166,6 新関内科医院 〒877-0025 0973(24)3355医療法人新関内科医院新関　寛 平 8. 6. 1一般         7診療所
     日医166 日田市田島２丁目４番９号 常　勤:    2　理事長　新関　寛 組変 療養        12現存
     (医       2) 平29. 6. 1内   胃   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61404,1167,4 医療法人讃井眼科医院〒877-0003 0973-23-7177医療法人讃井眼科医院讃井　浩喜 平 8. 6. 1一般         2診療所
     日医167 日田市上城内町１番１１号 常　勤:    1　理事長　讃井　浩喜 組変 眼   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61504,1168,2 医療法人百花会　上野〒877-0062 0973-22-7723医療法人百花会　理事長野　浩志 平 9. 1. 1精神       198病院
     日医168 公園病院 日田市大字高瀬字篠原２２２６番常　勤:    5長　長野　浩志 組変 精   神内 心内現存
     地の１ (医       5) 平30. 1. 1
     非常勤:   47
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61604,1172,4 桂林病院 〒877-0004 0973-22-1231医療法人　鶴林会　理重松　俊朗 平10. 1. 1療養        40病院
     日医172 日田市城町１丁目２番６１号 常　勤:    1事長　齊藤　さとみ 組変 内   胃   循  療養病床
     (医       1) 平28. 1. 1皮   リハ 現存
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61704,1174,0 山下泌尿器科ヒフ科ク〒877-0044 0973-26-0335山下　雄二郎 山下　雄二郎 平10. 4. 1ひ   皮   診療所
     日医174 リニック 日田市隈２丁目１－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61804,1178,1 松浦クリニック 〒877-0015 0973-24-4155松浦　達雄 松浦　達雄 平11. 4. 1内   呼   アレ診療所
     日医178 日田市中央一丁目５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61904,1179,9 原整形外科医院 〒877-0003 0973-24-5578医療法人原整形外科医原　紘一 平11. 5. 1一般        19診療所
     日医179 日田市上城内町２番１４号 常　勤:    2院　理事長　原　絋 組変 整外 リウ リハ現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62004,1182,3 麻生小児科医院 〒877-0012 0973-24-2323医療法人社団麻生会　麻生　宏 平12. 1. 1小   診療所
     日医182 日田市淡窓２丁目１番２５号 常　勤:    1理事長　麻生　宏 組変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62104,1184,9 聖陵花月クリニック 〒877-1233 0973-27-5050医療法人聖陵会　理事井原　亮 平12.11. 1一般        19診療所
     日医184 日田市大字三和９３１番地の６ 常　勤:    1長　小南　達矢 新規 内   外   消  現存
     (医       1) 平24.11. 1呼   循   アレ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62204,1185,6 医療法人恒心会　膳所〒877-0014 0973-22-3292医療法人恒心会　理事膳所　和彦 平12.12. 1一般        17診療所
     日医185 医院 日田市本町８番３２号 常　勤:    2長　膳所　和彦 組変 療養         2現存
     (医       1) 平24.12. 1内   循   心外
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62304,1186,4 江浦耳鼻咽喉科クリニ〒877-1234 0973-27-6611医療法人江浦耳鼻咽喉江浦　陽一 平13.12. 1耳い 気食 診療所
     日医186 ック 日田市天神町７９－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組変 現存
     (医       1)　江浦　陽一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62404,1187,2 医療法人悠然会　大河〒877-0044 0973-22-3131医療法人悠然会　理事大河原　建也 平13.12. 1療養        34病院
     日医187 原病院 日田市隈２丁目３－１１ 常　勤:    2長　大河原　建也 組変 内   胃   外  療養病床
     (医       2) 平25.12. 1循   現存
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62504,1189,8 医療法人秋水堂　若宮〒877-0024 0973-22-7171医療法人秋水堂　理事石井　聡大 平14. 7. 1療養        40病院
     日医189 病院 日田市南元町６番４１号 常　勤:    2長　石井　聡大 組変 内   循   整外療養病床
     (医       2) 平26. 7. 1外   消   皮  現存
     非常勤:   13 リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62604,1193,0 日田市立東渓診療所 〒879-4122 0973(57)2500日田市長　原田　啓介後藤　浩 平17. 3.22内   診療所
     日医193 日田市天瀬町合田１９９４番地１常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62704,1195,5 日田市立上津江診療所〒877-0311 0973-54-3001日田市長　原田　啓介山崎　世紀 平17. 3.22一般        18診療所
     日医195 日田市上津江町川原３９３３番地常　勤:    1 開変 外   内   現存
     (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62804,1196,3 奥平医院 〒877-0301 0973-54-3021奥平　卓巳 奥平　卓巳 平12. 1. 1内   小   循  診療所
     日医196 日田市中津江村栃野２９７０番地常　勤:    1 開変 現存
     の８ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62904,1197,1 奥平医院鯛生出張診療〒877-0302 0973-56-5151奥平　卓巳 奥平　卓巳 平12. 1. 1内   小   循  診療所
     日医197 所 日田市中津江村合瀬３５４５ 常　勤:    1 開変 休止
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63004,1198,9 医療法人寿隆々会　渡〒877-0201 0973-52-2017医療法人寿隆々会　理渡邊　隆太郎 平12. 1. 1一般         4診療所
     日医198 辺医院 日田市大山町西大山３４４７番地常　勤:    2事長　渡邊　隆 組変 内   小   現存
     の４ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63104,1199,7 医療法人寿隆々会　渡〒877-0212 0973-52-2017医療法人寿隆々会　理渡邊　隆 平12. 1. 1内   小   診療所
     日医199 辺医院前津江出張診療日田市前津江町大野２１７７番地常　勤:    1事長　渡邊　隆 組変 現存
     所 の１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63204,1200,3 日田市立東渓診療所出〒877-0114 0973-57-2500日田市長　原田　啓介後藤　浩 平17. 3.22内   診療所
     日医200 口出張診療所 日田市天瀬町出口１７４８番地１常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63304,1202,9 日田市立東渓診療所塚〒877-0113 0973-57-2500日田市長　原田　啓介後藤　浩 平17. 3.22内   診療所
     日医202 田出張診療所 日田市天瀬町塚田８９８－１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3.22
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  63404,1203,7 みよしクリニック 〒877-0036 0973-24-1515三好　端 三好　端 平17. 5. 1一般        13診療所
     日医203 日田市三芳小渕町１２１番地 常　勤:    1 新規 産婦 内   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63504,1204,5 医療法人愛幸会　原病〒877-0016 0973-22-7151医療法人愛幸会　原病原　雅雄 平18. 1. 1一般        21病院
     日医204 院 日田市三本松二丁目６番１６号 常　勤:    3院　理事長　原　正隆 組変 療養        30療養病床
     (医       2) 平30. 1. 1胃   外   循  現存
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63604,1205,2 医療法人　宮原レディ〒877-0071 0973-24-3584医療法人　宮原レディ宮原　英二 平18. 1. 1一般        15診療所
     日医205 ―スクリニック 日田市大字十二町２５８番地１ 常　勤:    1―スクリニック　理事 組変 産   婦   現存
     (医       1)長　宮原　英二 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63704,1206,0 池田医院 〒877-0007 0973-22-3432池田　公明 池田　公明 平18. 6. 1皮   内   診療所
     日医206 日田市丸の内町８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63804,1208,6 医療法人上舟会　上野〒877-0014 0973-22-2024医療法人上舟会　理事上野　一郎 平19. 5. 1一般        11診療所
     日医208 眼科医院 日田市本町１０番１１号 常　勤:    2長　上野　賢一 組変 眼   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63904,1209,4 医療法人蒼龍会　日野〒877-1232 0973-23-6009医療法人　蒼龍会　理日野　英忠 平19. 7. 1内   神内 診療所
     日医209 内科 日田市大字三和３９番地１ 常　勤:    1事長　日野　英忠 組変 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64004,1210,2 メンタルクリニック日〒877-0013 0973-22-8117葉山　清昭 葉山　清昭 平19.10. 1精   心内 診療所
     日医210 田駅前 日田市元町１９－２４　アペック常　勤:    1 新規 現存
     スビル６Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64104,1214,4 堀田クリニック 〒877-0000 0973-22-2662医療法人善信会　理事堀田　美幸 平20.11. 1一般         3診療所
     日医214 日田市大字十二町４７４番地１ 常　勤:    1長　堀田　美幸 組変 内   外   胃  現存
     (医       1) 平26.11. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64204,1215,1 和田皮膚科医院 〒877-0012 0973-22-3909和田　崇 和田　崇 平20.12.29皮   診療所
     日医215 日田市淡窓２丁目１番３号 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平26.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64304,1216,9 こじかこどもクリニッ〒877-0081 0973-28-8771医療法人こども会　理出良　弘 平21.12. 1小   診療所
     日医216 ク 日田市渡里１０３９番地６ 常　勤:    1事長　出良　弘 組変 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64404,1217,7 日田リハビリテーショ〒877-1353 0973-23-8889医療法人　石田記念会石田　漂太 平23. 2. 1療養        41病院
     日医217 ン病院 日田市大字西有田９ 常　勤:    3　理事長　石田　守夫 組変 整外 リハ リウ療養病床
     (医       3) 平29. 2. 1婦   現存
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64504,1218,5 いけべ耳鼻咽喉科医院〒877-0012 0973-28-8733医療法人いけべ耳鼻咽池邉　英司 平23. 8. 1耳い アレ 診療所
     日医218 日田市淡窓１丁目２－５２－２ 常　勤:    1喉科医院　理事長　池 組変 現存
     (医       1)邉　英司 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64604,1219,3 亀山皮膚科医院 〒877-0015 0973-24-0369医療法人萬寿会　理事亀山　明 平25. 2. 1皮   診療所
     日医219 日田市中央２－６－４１ 常　勤:    1長　亀山　明 組変 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64704,1220,1 井上内科 〒877-0026 0973-22-4700井上　寛 井上　寛 平25. 9. 1内   循   呼  診療所
     日医220 日田市田島本町９－１ 常　勤:    1 開変 胃   現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64804,1221,9 福田医院 〒877-0081 0973-22-1648医療法人　福田医院　福田　雅之 平26. 2. 1一般 診療所
     日医221 日田市清岸寺町１１５０－１ 常　勤:    2理事長　福田　雅之 組変     一般    18現存
     (医       2) 平26. 2. 1内   外   呼  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64904,1222,7 隈診療所 〒877-0044 0973-22-0033医療法人　敷島　理事宮﨑　秀人 平27. 1. 1一般         4診療所
     日医222 日田市隈１丁目２－３１ 常　勤:    1長　宮﨑　秀人 組変 内   循   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65004,1225,0 井上鶴川堂 〒877-1104 0973-28-2202医療法人　井上鶴川堂井上　一郎 平27. 6. 1内   外   消  診療所
     日医225 日田市大鶴本町８４１－１ 常　勤:    1　理事長　井上　一郎 組変 呼   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65104,1226,8 福田内科クリニック 〒877-0055 0973-25-5188福田　由紀子 福田　由紀子 平28. 1. 1内   リハ 他  診療所
     日医226 日田市大字高瀬１２２８番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65204,1227,6 児玉医院 〒877-0016 0973-24-6572医療法人　児玉医院　児玉　紀洋 平28. 7.19内   呼内 他  診療所
     日医227 日田市三本松２丁目７番４号 常　勤:    1理事長　児玉　紀洋 所変 現存
     (医       1) 平28. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65305,1042,6 佐伯保養院 〒876-0814 0972-22-1461社会医療法人敬和会　 瀬　就信 昭35.11. 1精神       180病院
     佐医42 佐伯市東町２７番１２号 常　勤:    4理事長　岡　敬二 新規 心内 精   他  現存
     (医       4) 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65405,1085,5 社会医療法人　長門莫〒876-0835 0972-24-3000社会医療法人　長門莫後藤　陽一郎 昭45. 2. 1一般       150病院
     佐医85 記念会　長門記念病院佐伯市鶴岡町一丁目１１番５９号常　勤:   17記念会　理事長　長門 新規 療養       100療養病床
     (医      17)　仁 平30. 2. 1内   神内 呼  現存
     非常勤:   36 消   循   外  
     (医      36) 整外 皮   ひ  
     こう 眼   耳い
     リハ 放   リウ
     アレ 脳外 麻  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65505,1102,8 独立行政法人地域医療〒876-0857 0972-22-0547独立行政法人地域医療森本　章生 昭35. 4. 1一般       256病院
     佐医59 機能推進機構南海医療佐伯市常盤西町１１番２０号 常　勤:   18機能推進機構　理事長 新規 一般（感染） 現存
     センター (医      18)　尾身　茂 平28. 3.23             4
     非常勤:   39 内   小   外  
     (医      39) 整外 脳外 耳い
     心外 皮   ひ  
     産婦 放   眼  
     循   麻   形外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65605,1120,0 南部保健所 〒876-0844 0972-22-0562大分県知事　広瀬　勝佐藤　紀美子 昭55. 7.24内   診療所
     佐医120 佐伯市向島１丁目４番１号 常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平28. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65705,1123,4 田中眼科医院 〒876-0847 0972-23-4574田中　清 田中　清 昭57. 5.17眼   診療所
     佐医123 佐伯市城下西町３番２３号 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65805,1129,1 大分県勤労者医療生活〒876-0843 0972-23-2212大分県勤労者医療生活久米　行則 昭61. 2.17内   呼   リハ診療所
     佐医129 協同組合佐伯診療所 佐伯市中の島１丁目１４番２１号常　勤:    1協同組合　理事長　山 所変 心内 現存
     (医       1)本　真 平28. 2.17
     非常勤:    3
     (医       3)
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  65905,1133,3 城東医院 〒876-0853 0972-22-0140野村　和雄 野村　和雄 昭62.12. 1内   診療所
     佐医133 佐伯市中村東町８－１２ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66005,1136,6 石川眼科医院 〒876-0803 0972(24)2200石川　康 石川　康 昭63.11. 1眼   診療所
     佐医136 佐伯市駅前２丁目９番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66105,1137,4 中浦循環器クリニック〒876-0844 0972-23-2238医療法人中浦循環器ク中浦　宏幸 平元. 2. 1一般        17診療所
     佐医137 佐伯市向島２丁目２１番１３号 常　勤:    1リニック　理事長　中 組変 循   内   現存
     (医       1)浦　宏幸 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66205,1141,6 佐伯中央病院 〒876-0851 0972-22-8846社会医療法人小寺会　若杉　健三 平元. 6. 1一般        59病院
     佐医141 佐伯市常盤東町６番３０号 常　勤:   11理事長　小寺　隆 組変 療養        90療養病床
     (医      10) 平28. 6. 1内   呼内 リハ現存
     (薬       1) 形外 整外 神内
     非常勤:   14 心内 麻   脳外
     (医      14) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66305,1143,2 渡町台外科病院 〒876-0813 0972-22-7500吉川　健一郎 吉川　健一郎 平元. 8. 1一般        50病院
     佐医143 佐伯市長島町３丁目１３－１２ 常　勤:    3 組変 消   循   外  現存
     (医       2) 平28. 8. 1こう 胃   内  
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66405,1145,7 東内科医院 〒876-0853 0972(22)2916医療法人東内科医院　東　日出登 平元.11. 1一般        19診療所
     佐医145 佐伯市中村東町６番１１号 常　勤:    2理事長　東　日出登 組変 内   呼   消  現存
     (医       2) 平28.11. 1循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66505,1146,5 水沼医院 〒876-0803 0972(23)0123医療法人水沼医院　理水沼　孝義 平 2. 2. 1内   胃   循  診療所
     佐医146 佐伯市駅前２丁目４番９号 常　勤:    1事長　水沼　孝義 組変 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66605,1149,9 上尾皮膚科 〒876-0831 0972(22)7800医療法人上尾皮膚科　上尾　大輔 平 3. 5. 1皮   診療所
     佐医149 佐伯市大手町３丁目３番３８号 常　勤:    1理事長　上尾　大輔 組変 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66705,1150,7 秋山医院 〒876-0844 0972-23-3177医療法人穐山会　秋山秋山　義明 平 4. 4. 1内   胃   診療所
     佐医150 佐伯市向島２丁目１９番２１号 常　勤:    1医院　理事長　秋山　 組変 現存
     (医       1)義明 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66805,1154,9 曽根病院 〒876-0813 0972-23-8877医療法人明石会　理事曽根　勝 平 5. 3. 1一般        72病院
     佐医154 佐伯市長島町２丁目１８番２４号常　勤:    6長　曽根　勝 組変 整外 脳外 内  現存
     (医       6) 平29. 3. 1リハ 呼内 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66905,1158,0 鶴岡クリニック 〒876-0012 0972-22-5199医療法人鶴岡クリニッ森崎　重規 平 7. 3.28歯   歯外 診療所
     (05,3075,0) 佐伯市大字鶴望２７３８番地１ 常　勤:    2ク　理事長　森崎　重 所変 ※（医科、歯科現存
     佐医158 (医       1)規 平28. 3.28併設から歯科の
     (歯       1) みへ）
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67005,1159,8 木下整形外科 〒876-0823 0972-23-8781木下　賢三 木下　賢三 平 8. 3. 1整外 リハ 診療所
     佐医159 佐伯市字女島６８７３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67105,1160,6 塩月内科小児科医院 〒876-0823 0972-20-0070医療法人雄生会　理事塩月　一英 平 8. 6. 1一般        19診療所
     佐医160 佐伯市７２３８番地の１ 常　勤:    2長　塩月　一英 組変 内   小   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67205,1164,8 池田医院 〒876-0045 0972-25-1177医療法人ひまわり会　池田　直道 平11. 5. 1一般         7診療所
     佐医164 佐伯市大字上岡字木戸ノ瀬１２５常　勤:    1理事長　池田　直道 組変 内   外   胃  療養病床
     ８番地１ (医       1) 平29. 5. 1こう 麻   小  現存
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67305,1167,1 島村耳鼻咽喉科 〒876-0843 0972-20-3387医療法人島村耳鼻咽喉島村　康一郎 平12. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     佐医167 佐伯市中の島１丁目２番２９号 常　勤:    1科　理事長　島村　康 組変 現存
     (医       1)一郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67405,1169,7 志村内科・胃腸科 〒876-0843 0972-25-1211医療法人志村内科・胃志村　剛 平13. 5. 1内   胃   診療所
     佐医169 佐伯市中の島３丁目２番２号 常　勤:    1腸科　理事長　志村　 組変 現存
     (医       1)剛 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67505,1170,5 医療法人　桑畑小児科〒876-0853 0972-22-1965医療法人桑畑小児科医桑畑　眞人 平13. 6. 1小   診療所
     佐医170 医院 佐伯市中村東町１０ー５ 常　勤:    1院　理事長　桑畑　眞 組変 現存
     (医       1)人 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67605,1171,3 やつか眼科医院 〒876-0832 0972-22-0055医療法人鶴翔会　理事八塚　秀人 平14. 4. 1一般         3診療所
     佐医171 佐伯市船頭町１５７－５ 常　勤:    2長　八塚　秀人 新規 眼   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67705,1172,1 石田外科医院 〒876-0801 0972-22-0048医療法人石田外科医院石田　泰明 平14. 6. 1一般        19診療所
     佐医172 佐伯市葛港３８１７番地１ 常　勤:    1　理事長　石田　泰明 組変 胃   外   こう現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67805,1173,9 片岡医院 〒876-0037 0972-24-1139片岡　一郎 片岡　一郎 平14. 9. 1内   診療所
     佐医173 佐伯市長谷７７２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67905,1176,2 谷口医院 〒876-0836 0972-22-3355医療法人　雄友会　理谷口　友章 平15. 6. 1内   呼   胃  診療所
     佐医176 佐伯市西谷町２番１２号 常　勤:    1事長　谷口　友章 組変 こう 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68005,1177,0 杉谷診療所 〒876-0836 0972-22-4800井上　雅公 井上　雅公 平16. 3. 1内   呼   消  診療所
     佐医177 佐伯市西谷町５番２４号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68105,1178,8 佐伯眼科 〒876-0857 0972-25-1500医療法人佐伯眼科　理矢野　良雄 平16. 4. 1眼   診療所
     佐医178 佐伯市常盤西町１８６８番１ 常　勤:    1事長　岸　尚文 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68205,1179,6 田渕内科 〒876-0853 0972-22-1203医療法人緑桜会　理事田渕　絵美 平16. 7. 1内   呼   胃  診療所
     佐医179 佐伯市中村東町２番２２号 常　勤:    1長　田渕　絵美 組変 放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68305,1180,4 花井医院 〒876-2201 0972-45-0027花井　章作 花井　章作 昭37. 5.22内   皮   整外診療所
     佐医180 佐伯市蒲江大字畑野浦２２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68405,1185,3 津井診療所大内クリニ〒879-2602 0972-32-2179大内　徳行 大内　徳行 昭59.10. 1内   神内 診療所
     佐医185 ック 佐伯市上浦大字津井浦１４６０－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68505,1186,1 ミタライクリニック 〒876-2401 0972-42-0735御手洗　俊三 御手洗　俊三 昭61. 2. 1一般        16診療所
     佐医186 佐伯市蒲江大字蒲江浦２４９４番常　勤:    1 新規 内   婦   小  現存
     地１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68605,1188,7 佐伯市国民健康保険丹〒876-1311 0972-34-8334佐伯市長　田中　利明佐藤　裕隆 平17. 3. 3内   診療所
     佐医188 賀診療所 佐伯市鶴見大字丹賀浦１２９番地常　勤:    1 開変 現存
     １ (医       1) 平29. 3. 3
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  68705,1189,5 佐伯市国民健康保険米〒876-1401 0972-35-6820佐伯市長　田中　利明伊藤　祐司 平17. 3. 3内   整外 診療所
     佐医189 水津診療所 佐伯市米水津大字浦代浦１２３９常　勤:    1 開変 現存
     番地２ (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68805,1192,9 神宮医院 〒879-3301 0972(54)3014神宮　章男 神宮　章男 平 6. 5. 1内   外   診療所
     佐医192 佐伯市宇目大字小野市新徳寺２８常　勤:    1 所変 現存
     ８４番３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68905,1193,7 岡本医院 〒876-2401 0972(42)0015医療法人応験堂　理事岡本　鎮彌 平 7.12. 1一般        19診療所
     佐医193 佐伯市蒲江大字蒲江浦２１５３ 常　勤:    1長　岡本　鎮彌 組変 内   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69005,1194,5 近藤医院 〒876-0125 0972-46-0038医療法人養春堂　理事近藤　宣如 平 9. 1. 1内   リハ 診療所
     佐医194 佐伯市弥生大字江良１０５２番地常　勤:    1長　近藤　宣如 組変 現存
     の３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69105,1195,2 御手洗病院 〒876-2401 0972-42-0003医療法人明倫会　理事御手洗　義信 平 9.10. 2一般        45病院
     佐医195 佐伯市蒲江大字蒲江浦２２１５番常　勤:    2長　御手洗　義信 所変 内   外   胃  現存
     地９ (医       1) 平24.10. 2呼   小外 
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69205,1196,0 佐伯市国民健康保険鶴〒876-1203 0972-33-1161佐伯市長　田中　利明伊藤　祐司 平17. 3. 3内   外   整外診療所
     佐医196 見診療所 佐伯市鶴見大字沖松浦２０番地 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69305,1197,8 佐伯市国民健康保険大〒876-1313 0972-34-8056佐伯市長　田中　利明佐藤　裕隆 平17. 3. 3内   診療所
     佐医197 島診療所 佐伯市鶴見大字大島７１７番地５常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69405,1201,8 佐伯市国民健康保険西〒876-2302 0972-43-3252佐伯市長　田中　利明三戸　克彦 平17. 3. 3内   診療所
     佐医201 野浦診療所 佐伯市蒲江大字西野浦２－１２１常　勤:    1 開変 現存
     ９－３ (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69505,1202,6 佐伯市国民健康保険大〒876-0007 0972-24-2363佐伯市長　田中　利明川浪　喜代司 平17. 3. 3内   外   診療所
     佐医202 入島診療所 佐伯市大字久保浦１０５９－１９常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69605,1203,4 佐伯市国民健康保険名〒876-2405 0972-44-0212佐伯市長　田中　利明三戸　克彦 平17. 7. 1内   診療所
     佐医203 護屋出張診療所 佐伯市蒲江大字丸市尾浦６０１番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69705,1205,9 からしま医院 〒876-0112 0972-46-0312医療法人　からしま医辛島　誠一郎 平18. 1. 1一般         3診療所
     佐医205 佐伯市弥生大字上小倉１２１５ 常　勤:    1院　理事長　辛島　誠 組変 外   内   整外現存
     (医       1)一郎 平30. 1. 1呼   胃   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69805,1206,7 やぐちレディースクリ〒876-0836 0972-20-3322医療法人光和会　理事谷口　久枝 平18. 1. 1婦   診療所
     佐医206 ニック 佐伯市西谷町１番２７号 常　勤:    1長　谷口　久枝 組変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69905,1208,3 やつか整形外科 〒876-0831 0972-25-0117医療法人　明匠会　理八塚　知二 平18. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     佐医208 佐伯市大手町３丁目４番３号 常　勤:    1事長　八塚　知二 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70005,1212,5 つつみ泌尿器科医院 〒876-0847 0972-20-3232堤　智昭 堤　智昭 平21. 3. 1ひ   診療所
     佐医212 佐伯市城下西町１番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70105,1213,3 社会医療法人　長門莫〒879-3102 0972-58-3100社会医療法人　長門莫安井　隆人 平21. 3. 1内   消   循  診療所
     佐医213 記念会　直川クリニッ佐伯市直川大字上直見５６２－１常　勤:    1記念会　理事長　長門 所変 現存
     ク (医       1)　仁 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70205,1214,1 彦陽クリニック 〒876-1106 0972-27-5088社会医療法人小寺会　内山　剛 平21.10. 1内   整外 外  診療所
     佐医214 佐伯市大字戸穴３６２番地１ 常　勤:    1理事長　小寺　隆 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70305,1215,8 産科婦人科すがのウィ〒876-0047 0972-23-3131医療法人輝星会　理事管野　輝勝 平22. 5. 1一般        17診療所
     佐医215 メンズクリニック 佐伯市鶴岡西町２丁目１１３番地常　勤:    1長　管野　輝勝 組変 産婦 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70405,1216,6 馬場内科クリニック 〒876-0813 0972-20-3344医療法人馬場内科クリ馬場　嘉美 平22. 5. 1内   リウ 診療所
     佐医216 佐伯市長島町２丁目１３３番地２常　勤:    1ニック　理事長　馬場 組変 現存
     (医       1)　嘉美 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70505,1217,4 こうへいクリニック 〒876-0025 0972-20-3337医療法人　栞奈輝会　宮﨑　幸彦 平22.12. 1内   リハ 他  診療所
     佐医217 佐伯市大字池田字四畝田１９８０常　勤:    1理事長　宮﨑　幸彦 組変 現存
     番地 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70605,1219,0 西田病院 〒876-0047 0972-22-0180医療法人慈恵会　理事増田　満 平24. 4. 1一般       167病院
     佐医219 佐伯市鶴岡西町２丁目２６６番地常　勤:   20長　西田　尚史 所変 療養        77療養病床
     (医      20) 平30. 4. 1産婦 小   内  現存
     非常勤:   42 リウ 脳外 外  
     (医      42) 整外 皮   ひ  
     眼   麻   リハ
     放   呼内 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70705,1220,8 伊藤循環器内科クリニ〒876-0813 0972-25-1700医療法人　ＩＣＣ　理伊藤　健一郎 平24.11. 2循   内   診療所
     佐医220 ック 佐伯市長島町４丁目１番７号 常　勤:    1事長　伊藤　健一郎 組変 現存
     (医       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70805,1221,6 社会医療法人　長門莫〒876-0835 0972-24-1001社会医療法人　長門莫菊地　純一 平26. 4. 1内   呼   消  診療所
     佐医221 記念会　長門在宅リハ佐伯市鶴岡町１丁目１９５４－１常　勤:    1記念会　理事長　長門 所変 循   リウ リハ現存
     ビリテーションクリニ (医       1)　仁 平26. 4. 1
     ック
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70905,1222,4 佐伯市国民健康保険因〒876-0213 0972-57-6556佐伯市長　田中　利明 原　正志 平27. 4. 1内   診療所
     佐医222 尾診療所 佐伯市本匠大字堂ノ間２９５番地常　勤:    1 所変 現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71005,1223,2 クリニック佐伯の太陽〒876-0803 0972-20-4088社会医療法人小寺会　川浪　喜代司 平27. 7. 1内   整外 外  診療所
     佐医223 佐伯市駅前１丁目１番１１号 常　勤:    1理事長　小寺　隆 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71106,1071,3 大分県中部保健所 〒875-0041 0972-62-9171大分県知事　広瀬　勝前田　泰久 昭50. 7. 1内   診療所
     臼医71 臼杵市大字臼杵字洲崎７２－３４常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71206,1076,2 元村眼科 〒875-0041 0972-62-2826元村　武夫 元村　武夫 昭55. 3.25眼   診療所
     臼医76 臼杵市洲崎７２－７５ 常　勤:    2 所変 現存
     (医       2) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71306,1080,4 三好泌尿器科医院 〒875-0042 0972-63-7585三好　信行 三好　信行 昭56.11. 1ひ   皮   内  診療所
     臼医80 臼杵市大字海添字本丁５８番地の常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71406,1086,1 浜田消化器科内科医院〒875-0053 0972(63)5855浜田　義之 浜田　義之 昭60. 8.26内   消   小  診療所
     臼医86 臼杵市大字福良４５２番地 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平24. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71506,1088,7 とうぼ小児科医院 〒875-0041 0972-63-5811東保　裕の介 東保　裕の介 昭62. 7. 1小   診療所
     臼医88 臼杵市港町東１４組 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71606,1091,1 元村整形外科医院 〒875-0041 0972-63-5730元村　順次 元村　順次 昭62.11.24整外 診療所
     臼医91 臼杵市大字臼杵字浜２－１０７－常　勤:    1 所変 現存
     ７１８ (医       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71706,1094,5 奥津医院 〒875-0041 0972(62)2521奥津　明 奥津　明 平 2. 1. 1内   皮   診療所
     臼医94 臼杵市大字臼杵５２１番地 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71806,1095,2 植田内科クリニック 〒875-0041 0972(63)8023医療法人孔徳会　理事植田　聡 平 2. 2. 1内   他   診療所
     臼医95 臼杵市大字臼杵２の１０７番地の常　勤:    1長　植田　聡 組変 ：内科（糖尿病現存
     ７１６ (医       1) 平29. 2. 1、内分泌、循環
     非常勤:    2 器、腎臓）
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71906,1097,8 藤整形外科 〒875-0052 0972(63)0033藤　憲三郎 藤　憲三郎 平 3. 6. 1一般        19診療所
     臼医97 臼杵市大字市浜１２２６番地４ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72006,1105,9 ブレイン丸岡脳神経外〒875-0011 0972-63-7766医療法人ブレイン丸岡丸岡　伸比古 平 5.11. 1脳外 リハ 診療所
     臼医105 科 臼杵市大字諏訪１５７９番地－１常　勤:    1脳神経外科　理事長　 組変 現存
     (医       1)丸岡　伸比古 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72106,1106,7 児玉循環器科・内科医〒875-0052 0972(63)2100医療法人児玉循環器科児玉　泰幸 平 6. 5. 1内   循   診療所
     臼医106 院 臼杵市大字市浜８６６番地の４ 常　勤:    1・内科医院　理事長　 組変 現存
     (医       1)児玉　泰幸 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72206,1107,5 聖心会臼杵循環器内科〒875-0082 0972-63-5711医療法人聖心会臼杵循丸尾　匡宏 平 7. 2. 1循   内   診療所
     臼医107 臼杵市大字稲田字三石畝町７５９常　勤:    1環器内科　理事長　丸 組変 現存
     番地の１ (医       1)尾　匡宏 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72306,1108,3 臼杵市医師会立コスモ〒875-0051 0972-62-5599一般社団法人　臼杵市下田　勝広 平 7. 1.17一般       198病院
     臼医108 ス病院 臼杵市大字戸室字長谷１１３１番常　勤:   14医師会　会長　東保　 所変 一般（感染） 現存
     １ (医      14)裕の介 平28. 1.17             4
     非常勤:   33 内   脳外 外  
     (医      33) 整外 放   リハ
     呼   胃   循  
     リウ こう 皮  
     神内 麻   他  
     他：血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72406,1110,9 矢野皮膚科 〒875-0041 0972-63-1667矢野　寛 矢野　寛 平 7. 3.22皮   診療所
     臼医110 臼杵市洲崎２－７５－５１　 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72506,1113,3 白川病院 〒875-0022 0972-63-7830医療法人末広　理事長白川　典参 平 7. 7. 1精神       120病院
     臼医113 臼杵市大字末広字柳谷９３８番地常　勤:    4　白川　典参 組変 療養        53現存
     の３ (医       4) 平28. 7. 1内   リハ 精  
     非常勤:   14 心内 他   
     (医      14) （消化器内科、
     老年精神科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72606,1116,6 渡辺内科クリニック 〒875-0041 0972-63-8990医療法人来蘇会　理事渡邉　乾 平 9. 6. 1内   他   診療所
     臼医116 臼杵市大字臼杵字祇園洲２０番地常　勤:    1長　渡邉　乾 新規 他：（循環器内現存
     の１１ (医       1) 平30. 6. 1科、消化器内科
     非常勤:    1 ）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72706,1117,4 吉田医院 〒875-0073 0972-65-3342医療法人武史会　理事吉田　史郎 平10. 5. 1内   リハ リウ診療所
     臼医117 臼杵市大字掻懐１４６８番地の１常　勤:    1長　吉田　史郎 組変 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72806,1118,2 藤野循環器科内科医院〒875-0043 0972-62-3055医療法人藤野循環器科藤野　孝雄 平10. 5. 1内   循   診療所
     臼医118 臼杵市大字二王座３４番地 常　勤:    1内科医院　理事長　藤 組変 現存
     (医       1)野　孝雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72906,1119,0 循環器リハビリクリニ〒875-0004 0972-64-0909医療法人聖心会臼杵循丸尾　啓一郎 平10. 8. 1循   内   リハ診療所
     臼医119 ック 臼杵市大字大野字友田大道西３番常　勤:    1環器内科　理事長　丸 新規 休止
     ４ (医       1)尾　匡宏 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73006,1121,6 篠田耳鼻咽喉科医院 〒875-0041 0972-63-2727医療法人篠田耳鼻咽喉篠田　三徳 平11.11. 1耳い アレ 診療所
     臼医121 臼杵市大字臼杵１０９番地の１ 常　勤:    1科医院　理事長　篠田 組変 現存
     (医       1)　三徳 平29.11. 1
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  73106,1122,4 前尾眼科 〒875-0052 0972-64-7300前尾　直子 前尾　直子 平14. 7. 1眼   診療所
     臼医122 臼杵市大字市浜大平木１２４２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73206,1125,7 恵の聖母の家 〒875-0211 0974-32-7770社会福祉法人聖母の騎佐藤　圭右 昭58.11. 1一般        74病院
     臼医125 臼杵市野津町大字都原字下丸尾３常　勤:    4士会　理事長　富永　 新規 小   他   内  現存
     ６０１－２ (医       3)ミツ子 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73306,1126,5 岩田医院 〒875-0201 0974-32-2017医療法人社団栄仁会　岩田　智雄 平 2. 6. 1一般         2診療所
     臼医126 臼杵市野津町大字野津市１５６ 常　勤:    2理事長　岩田　智雄 組変 療養        15療養病床
     (医       2) 平29. 6. 1内   胃   循  現存
     非常勤:    1 小   外   皮  
     (医       1) 呼   リハ 整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73406,1128,1 野津第一内科医院 〒875-0201 0974-32-3355医療法人野津第一内科和田　正勝 平 7.12. 1一般        19診療所
     臼医128 臼杵市野津町大字野津市５１０番常　勤:    1医院　理事長　和田　 組変 内   神内 呼  現存
     地 (医       1)正勝 平28.12. 1胃   循   小  
     非常勤:    4 リハ 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73506,1129,9 岩田リハビリクリニッ〒875-0216 0974(32)2246医療法人社団栄仁会　岩田　由加 平17. 4. 1一般        18診療所
     臼医129 ク 臼杵市野津町大字亀甲７５２番地常　勤:    1理事長　岩田　智雄 所変 内   呼   小  現存
     (医       1) 平29. 4. 1リハ 外   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73606,1130,7 さくら産婦人科医院 〒875-0062 0972-63-4103医療法人新明会　理事室　康治 平18. 6. 1一般        15診療所
     臼医130 臼杵市大字野田２７８番地 常　勤:    1長　佐藤　充弘 新規 産   婦   小  現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73706,1132,3 うすき皮ふ科内科クリ〒875-0052 0972-63-8211行平　恵子 行平　恵子 平19. 4. 1皮   内   アレ診療所
     臼医132 ニック 臼杵市大字市浜字堂尻１１３６番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73806,1134,9 うすきメディカルクリ〒875-0041 0972-63-3666医療法人柊会　理事長久下　浩 平20. 3.24一般         2診療所
     臼医134 ニック 臼杵市大字臼杵字洲崎７２番地３常　勤:    2　久下　浩 所変 療養        17療養病床
     ２ (医       2) 平26. 3.24内   外   整外現存
     非常勤:    3 リハ 麻   他  
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73906,1135,6 臼杵内科リハビリテー〒875-0052 0972-62-3136医療法人仁愛会　理事柿田　徳彦 平22. 1. 1内   リハ 他  診療所
     臼医135 ション医院 臼杵市大字市浜６９４番地の１ 常　勤:    1長　柿田　徳彦 組変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74006,1138,0 聖心会臼杵循環器内科〒875-0082 0972-63-5711医療法人聖心会臼杵循丸尾　匡宏 平25. 4. 1内   循   診療所
     臼医138 巡回診療所 臼杵市大字稲田字三石畝町７５９常　勤:    1環器内科　理事長　丸 新規 現存
     番地の１ (医       1)尾　匡宏 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74106,1139,8 臼杵わかばクリニック〒875-0023 0972-62-3838医療法人　想心会　理安江　和彦 平25. 6. 1内   外   他  診療所
     臼医139 臼杵市大字江無田字樋ノ内３２３常　勤:    1事長　安江　和彦 組変 現存
     番１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74206,1143,0 うすき眼科 〒875-0052 0972-62-2455野田　佳宏 野田　佳宏 平29. 9. 1一般         9診療所
     臼医143 臼杵市市浜６６９－１ 常　勤:    1 開変 眼   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74306,1144,8 臼杵病院 〒875-0023 0972-83-8118社会医療法人　帰巖会佐藤　恭一 平29.10. 1一般        33病院
     (06,3054,3) 臼杵市大字江無田１１５４番地１常　勤:    8　理事長　松尾　則義 開変 療養        30療養病床
     臼医144 (医       7) 平29.10. 1内   呼内 外  現存
     (歯       1) 整外 リハ 精  
     非常勤:   24 歯   歯外 脳外
     (医      23) 他   
     (歯       1) 内科（消化器、
     内視鏡、循環器
     、人工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74406,1145,5 臼杵病院　巡回診療所〒875-0032 0972-64-5611社会医療法人　帰巖会佐藤　恭一 平29.10. 1内   診療所
     臼医145 臼杵市大字風成６０２－１ 常　勤:    3　理事長　松尾　則義 開変 現存
     (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74507,1061,2 金田医院 〒879-2412 0972-82-2881金田　雅俊 金田　雅俊 昭62. 2.16内   呼   胃  診療所
     津医61 津久見市高洲町１９－１０ 常　勤:    1 開変 循   小   放  現存
     (医       1) 平29. 2.16
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  74607,1062,0 津久見市医師会立津久〒879-2401 0972-82-1123一般社団法人津久見市石川　浩一 平元. 8. 1一般       120病院
     津医62 見中央病院 津久見市大字千怒６０１１番地 常　勤:   10医師会　会長　大石　 新規 内   呼   胃  現存
     (医      10)省一郎 平28. 8. 1消   循   小  
     非常勤:   82 外   整外 こう
     (医      82) 耳い 気食 リハ
     放   皮   精  
     心内 ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74707,1070,3 小宅医院 〒879-2442 0972-82-2015小宅　和俊 小宅　和俊 平 5. 4.20内   小   リウ診療所
     津医70 津久見市港町１０－２４ 常　勤:    2 開変 リハ 現存
     (医       2) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74807,1074,5 大石医院 〒879-2436 0972-82-2014医療法人椿会　理事長大石　省一郎 平 9. 5. 1一般         6診療所
     津医74 津久見市上宮本町２２番１４号 常　勤:    1　大石　省一郎 組変 内   小   リウ現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74907,1075,2 深江医院 〒879-2435 0972(82)2348深江　俊三 深江　俊三 平 9. 7. 1内   呼   消  診療所
     津医75 津久見市宮本町９番１９号 常　勤:    2 開変 循   小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75007,1076,0 薬師寺医院 〒879-2458 0972-82-3085医療法人誠寿会　理事薬師寺　喜八郎 平10.11. 1内   婦   診療所
     津医76 津久見市入船西町１１番２４号 常　勤:    2長　薬師寺　喜八郎 組変 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75107,1078,6 小田クリニック 〒879-2442 0972-82-0280医療法人小田クリニッ小田　泰生 平11.11. 1整外 内   循  診療所
     津医78 津久見市港町９番３号 常　勤:    2ク　理事長　小田　泰 組変 小   精   心内現存
     (医       2)生 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75207,1080,2 つくみクリニック 〒879-2435 0972-85-0055医療法人永楓会　理事永松　德和 平15. 5. 1外   内   胃  診療所
     津医80 津久見市宮本町２番２３号 常　勤:    1長　永松　德和 組変 整外 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75307,1082,8 津久見市保戸島診療所〒879-2501 0972-87-2320津久見市長　川野　幸荒木　康雄 平18. 4. 1内   診療所
     津医82 津久見市大字保戸島８８０番地の常　勤:    1男 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75407,1083,6 後藤医院 〒879-2441 0972(82)3200後藤　三晴 後藤　三晴 平18. 5. 1整外 外   内  診療所
     津医83 津久見市中央町３０ー２３ 常　勤:    1 開変 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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  75507,1085,1 津久見中央病院へき地〒879-2401 0972-82-1123一般社団法人津久見市石川　浩一 平18.12. 1内   診療所
     津医85 巡回診療所 津久見市大字千怒６０１１番地 常　勤:    2医師会　会長　大石　 新規 現存
     (医       2)省一郎 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75607,1087,7 池邉整形外科 〒879-2413 0972-82-3588医療法人　池邉整形外池邉　修二 平19. 7. 1一般        13診療所
     津医87 津久見市大字津久見浦字福３８２常　勤:    1科　理事長　池邉　修 組変 整外 リウ リハ現存
     ５番地７２ (医       1)二 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75707,1088,5 姫野胃腸科クリニック〒879-2401 0972-85-0369医療法人　医誠会　理姫野　秀一 平19. 7. 1胃   こう 内  診療所
     津医88 津久見市大字千怒字新地６０４５常　勤:    1事長　姫野　秀一 組変 外   現存
     番地５ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75807,1089,3 加納医院 〒879-2441 0972-82-3753加納　通人 加納　通人 平20. 6. 1眼   診療所
     津医89 津久見市中央町３番１４号 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75907,1091,9 秋岡医院 〒879-2472 0972-82-2617医療法人一貫軒　理事秋岡　健一郎 平20. 6. 1内   胃   呼  診療所
     津医91 津久見市徳浦本町７番３号 常　勤:    2長　秋岡　貫一郎 所変 循   小   麻  現存
     (医       2) 平26. 6. 1他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76007,1092,7 小手川内科クリニック〒879-2682 0972-84-9221医療法人　大誓会　理小手川　雅彦 平26. 8. 1内   循   呼  診療所
     津医92 津久見市大字網代字西の下９５－常　勤:    1事長　小手川　雅彦 組変 現存
     １９ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76108,1041,2 竹田医師会病院 〒878-0025 0974-63-3241一般社団法人竹田市医白石　晴士 昭43. 6. 1一般        84病院
     竹医41 竹田市大字拝田原４４８番地 常　勤:    6師会　会長　加藤　一 新規 療養        72療養病床
     (医       6)郎 平28. 6. 1内   外   整外現存
     非常勤:   57 小   呼   リハ
     (医      57) 放   胃   循  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76208,1058,6 加藤病院 〒878-0013 0974-63-2338医療法人雄仁会　理事加藤　一郎 昭63. 1. 1精神       212病院
     竹医58 竹田市大字竹田１８５５ 常　勤:    7長　加藤　一郎 組変 心内 精   皮  現存
     (医       7) 平30. 1. 1内   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76308,1059,4 秦医院 〒878-0013 0974(63)2246医療法人社団柏方会　秦　一敏 平 2. 9. 1一般        19診療所
     竹医59 竹田市大字竹田７５５番地 常　勤:    1理事長　秦　一敏 組変 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平29. 9. 1循   
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  76408,1060,2 道全内科 〒878-0024 0974(63)2270医療法人道全内科　理竹下　昌一 平 3. 5. 1一般        19診療所
     竹医60 竹田市大字玉来６２３番地の７ 常　勤:    2事長　竹下　昌一 組変 内   呼内 他  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76508,1061,0 加藤内科医院 〒878-0013 0974(63)2006加藤　宏明 加藤　宏明 平 3. 7. 1内   消   リハ診療所
     竹医61 竹田市大字竹田２０７８番地の２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76608,1062,8 大分県医療生活協同組〒878-0011 0974-62-4014大分県医療生活協同組仲　雷太 平 4. 4. 1内   胃   循  診療所
     竹医62 合竹田診療所 竹田市大字会々３３１３－１ 常　勤:    1合　理事長　楢原　真 新規 小   リハ 現存
     (医       1)由美 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76708,1063,6 古島眼科 〒878-0012 0974-63-2407医療法人古島眼科　理古嶋　正俊 平 7. 1. 1一般        19診療所
     竹医63 竹田市大字竹田町４８０番地 常　勤:    1事長　古嶋　正俊 組変 眼   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76808,1064,4 竹田クリニック 〒878-0011 0974-64-9000医療法人大分記念病院二ノ宮　日出世 平10. 7. 1療養        19診療所
     竹医64 竹田市大字会々字七里１６３６－常　勤:    1　理事長　末友　祥正 新規 内   他   現存
     １０ (医       1) 平28. 7. 1（人工透析内科
     非常勤:    2 ）
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76908,1068,5 みはら整形外科クリニ〒878-0011 0974-62-3850医療法人健伸会　理事三原　徹之 平14.10. 1整外 内   麻  診療所
     竹医68 ック 竹田市大字会々１２５７番地 常　勤:    1長　三原　徹之 組変 リハ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77008,1070,1 佐藤医院 〒879-6115 0974(68)2005佐藤　栄伸 佐藤　栄伸 昭62. 9. 1内   診療所
     竹医70 竹田市荻町馬場４３１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77108,1071,9 大久保病院 〒878-0204 0974-64-7777社会医療法人社団　大犀川　哲典 平 2. 3. 1一般        90病院
     竹医71 竹田市久住町大字栢木６０２６番常　勤:    7久保病院　理事長　大 組変 療養        46療養病床
     地２ (医       7)久保　健作 平29. 3. 1内   神内 呼内現存
     非常勤:   34 整外 外   呼外
     (医      34) リハ ひ   麻  
     婦   他   
     （麻酔科（ペイ
     ンクリニック）
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77208,1072,7 伊藤医院 〒878-0402 0974-75-2222医療法人孝寿会　理事伊藤　恭 平 5.11. 1一般        19診療所
     竹医72 竹田市直入町大字長湯７９８５番常　勤:    1長　伊藤　恭 組変 内   呼   消  現存
     地５ (医       1) 平29.11. 1循   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77308,1073,5 久住加藤医院 〒878-0201 0974-76-0008医療法人　豊和会　理林下　陽二 平17.11. 1内   循   リハ診療所
     (08,3028,3) 竹田市久住町大字久住６２６８番常　勤:    2事長　加藤　一朗 組変 歯   療養病床
     竹医73 地 (医       1) 平29.11. 1 現存
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77408,1074,3 安西皮膚科 〒878-0011 0974-63-3232安西　三郎 安西　三郎 平18. 6. 1皮   診療所
     竹医74 竹田市大字会々２３１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77508,1076,8 志賀内科 〒878-0013 0974(63)2083医療法人　信尚会　理志賀　洋 平19. 6. 1一般        19診療所
     竹医76 竹田市大字竹田１８８８番地１ 常　勤:    2事長　志賀　耕二 組変 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平25. 6. 1消   循   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77608,1079,2 竹田市立こども診療所〒878-0026 0974-63-4810竹田市長　首藤　勝次髙野　智幸 平24. 8.10小   診療所
     竹医79 竹田市大字飛田川１６９０番地２常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平24. 8.10
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77708,1080,0 くどう循環器科・内科〒878-0024 0974-63-2304工藤　博司 工藤　博司 平25. 4. 1循   内   外  診療所
     竹医80 竹田市玉来８６７番地 常　勤:    1 開変 皮   他   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77808,1081,8 柚須医院 〒878-0013 0974-63-2016柚須　慎 柚須　慎 平25.10. 3内   小   診療所
     竹医81 竹田市大字竹田１８１０番地１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平25.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77908,1083,4 こころの郷クリニック〒878-0026 0974-63-3336社会福祉法人　雄仁会胤末　壽史 平27. 7. 1精   心内 診療所
     竹医83 竹田市大字飛田川１６１８番地２常　勤:    1　理事長　加藤　一郎 新規 現存
     ３ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78008,1084,2 須小耳鼻咽喉科 〒878-0012 0974-63-3387須小　毅 須小　毅 平28. 4. 1耳い 診療所
     竹医84 竹田市大字竹田町５１８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78108,1085,9 深堀内科医院 〒879-6184 0974-70-5112深堀　宏治 深堀　宏治 平28. 6. 1内   診療所
     竹医85 竹田市大字菅生１１５７番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78209,1038,6 鴛海医院 〒879-0606 0978-24-1103鴛海　寛 鴛海　寛 昭47. 4.12内   外   小  診療所
     豊医38 豊後高田市玉津３５７ 常　勤:    1 開変 婦   現存
     (医       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78309,1039,4 安部内科 〒879-0606 0978-22-2109安部　思 安部　思 昭49. 1. 1内   診療所
     豊医39 豊後高田市玉津４１５ 常　勤:    2 所変 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78409,1045,1 井福医院 〒879-0628 0978-24-2002井福　正明 井福　正明 昭57. 1. 1内   診療所
     豊医45 豊後高田市新町２０１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78509,1046,9 北部保健所豊後高田保〒879-0621 0978-22-3165大分県知事　広瀬　勝大神　貴史 昭57.12.27内   精   診療所
     豊医46 健部 豊後高田市是永町３９番地 常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平27.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78609,1047,7 佐藤医院 〒879-0619 0978-22-2353佐藤　春生 佐藤　春生 平 2. 9.10耳い 診療所
     豊医47 豊後高田市浜町６７２番地 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78709,1048,5 高田中央病院 〒879-0627 0978-22-3745医療法人新生会　理事 上　茂 平 3. 5. 1一般       102病院
     豊医48 豊後高田市新地１１７６番地１ 常　勤:   12長　瀧上　茂 組変 療養        30療養病床
     (医      12) 平30. 5. 1内   呼内 神内現存
     非常勤:   70 整外 リハ 外  
     (医      70) ひ   眼   皮  
     小   放   麻  
     他   
     他：内科（循環
     器、消化器、血
     液、肝臓、糖尿
     病、腎臓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78809,1051,9 せぐち内科 〒879-0606 0978-23-0066医療法人社団せぐち内瀬口　忠一 平 8.10. 1内   診療所
     豊医51 豊後高田市玉津１３１６番地１ 常　勤:    2科　理事長　瀬口　忠 新規 現存
     (医       2)一 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78909,1052,7 野中医院 〒879-0734 0978-27-3025野中　良仁 野中　良仁 平 9. 5. 1内   小   外  診療所
     豊医52 豊後高田市築地８９６の１ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79009,1054,3 原田医院 〒872-1101 0978-53-4047医療法人　真萌会　理原田　誠一郎 平15. 7. 1内   呼   消  診療所
     豊医54 豊後高田市中真玉２１３３番地 常　勤:    3事長　原田　誠一郎 組変 循   胃   現存
     (医       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79109,1055,0 サンクリニック 〒872-1207 0978-54-2700医療法人新生会　理事宮内　和誠 平16.11. 1内   皮   眼  診療所
     豊医55 豊後高田市見目３９１５番地１ 常　勤:    1長　瀧上　茂 新規 整外 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79209,1056,8 むなかた眼科クリニッ〒879-0600 0978-23-0880宗像　房子 宗像　房子 平18.11. 1眼   診療所
     豊医56 ク 豊後高田市新町２０１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79309,1057,6 くれさき循環器クリニ〒879-0608 0978-23-1143三浦　徹也 三浦　徹也 平19.11. 1内   外   他  診療所
     豊医57 ック 豊後高田市呉崎１５９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79409,1058,4 千嶋病院 〒879-0608 0978-22-3185医療法人積善会　理事千嶋　達夫 平19.12. 1精神       196病院
     豊医58 豊後高田市呉崎７３８番地１ 常　勤:    5長　千嶋　達夫 所変 精   心内 他  現存
     (医       3) 平25.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79509,1059,2 玄々堂高田病院 〒879-0615 0978-22-1134医療法人玄々堂　理事原田　博文 平25. 3. 1一般        46病院
     豊医59 豊後高田市界３７８番地２ 常　勤:    5長　花岡　雅秀 開変 整外 内   ひ  療養病床
     (医       5) 平25. 3. 1リハ 他   現存
     非常勤:   14 （人工透析、循
     (医      14) 環器内科、腎臓
     内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79609,1063,4 みずのえ呼吸器内科ク〒879-0615 0978-23-1159医療法人　みずのえ呼水之江　俊治 平28. 6. 1呼内 内   アレ診療所
     豊医63 リニック 豊後高田市界字荒田３７９番地９常　勤:    1吸器内科クリニック　 組変 現存
     (医       1)理事長　水之江　俊治 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79709,1064,2 ながまつ内科・小児科〒879-0606 0978-22-0022永松　秀康 永松　秀康 平29.10. 6内   小   他  診療所
     豊医64 クリニック 豊後高田市玉津１１０番地１ 常　勤:    1 新規 他：消化器内科現存
     (医       1) 平29.10. 6、老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79810,1021,0 杵築中央病院 〒873-0001 0978-62-3080医療法人恵友会　理事安東　孝文 昭38. 5. 1一般        60病院
     杵医21 杵築市大字杵築１２０番地 常　勤:    4長　安東　孝文 新規 内   外   消  現存
     (医       4) 平29. 5. 1アレ ひ   リハ
     非常勤:   30 循   呼   放  
     (医      30) 他   
     他：人工透析内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79910,1031,9 徳丸医院 〒873-0032 0978-63-8765徳丸　勲 徳丸　勲 昭59. 4. 1内   胃   外  診療所
     杵医31 杵築市大字奈多１２４２番地 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80010,1039,2 伊藤小児科循環器科医〒873-0001 0978-62-6311医療法人伊藤小児科循伊藤　佑士 平 2. 2. 1小   内   循  診療所
     杵医39 院 杵築市大字杵築６６５番地 常　勤:    2環器科医院　理事長　 組変 現存
     (医       2)伊藤　佑士 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80110,1044,2 田原医院 〒873-0015 0978-62-2525田原　亨 田原　亨 平 6. 4. 1内   診療所
     杵医44 杵築市大字八坂２７３０－２ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80210,1045,9 衛藤外科 〒873-0006 0978-63-6977医療法人大生会　理事衛藤　道生 平 7. 2. 1一般         5診療所
     杵医45 杵築市大字大内字塩浜７６９５番常　勤:    2長　衛藤　道生 組変 外   整外 リハ現存
     １ (医       2) 平28. 2. 1胃   呼   こう
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80310,1048,3 菅原内科杵築 〒873-0002 0978-63-5588医療法人功尚会　理事菅原　尚美 平 9.11. 1内   呼   消  診療所
     杵医48 杵築市大字南杵築字大手内１９４常　勤:    1長　菅原　尚美 組変 循   放   現存
     ７番３ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80410,1054,1 杵築オレンジ病院 〒873-0024 0978-63-5560医療法人オレンジ会　大田　耕司 平12. 5. 1精神       126病院
     杵医54 杵築市大字船部２１６７番地の２常　勤:    4理事長　大田　耕司 組変 精   心内 内  現存
     ０ (医       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80510,1055,8 藤原整形外科クリニッ〒873-0001 0978-66-4055医療法人アドナイ　理藤原　亨 平13. 6. 1整外 リハ 診療所
     杵医55 ク 杵築市北浜６６５番地６５５ 常　勤:    1事長　藤原　亨 組変 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80610,1056,6 杵築泌尿器科クリニッ〒873-0006 0978-63-3900医療法人杵築泌尿器科福永　良和 平13.11. 1内   ひ   診療所
     杵医56 ク 杵築市大字大内字塩浜４５２６番常　勤:    1クリニック　理事長　 組変 現存
     地３ (医       1)福永　良和 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80710,1057,4 渡辺内科医院 〒873-0001 0978-62-2104医療法人渡辺内科医院大野　繁樹 平13.11. 1内   他   診療所
     杵医57 杵築市大字杵築６９１番地１ 常　勤:    1　理事長　大野　繁樹 開変 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80810,1058,2 大分県厚生連しおはま〒873-0006 0978-66-1220大分県厚生農業協同組今里　真 平16. 4. 1内   消   循  診療所
     杵医58 診療所 杵築市大字大内字塩浜７７０３番常　勤:    1合連合会　代表理事理 新規 現存
     地の４ (医       1)事長　髙田　健二 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80910,1060,8 くりやまレディースク〒873-0001 0978-66-1177栗山　和文 栗山　和文 平17. 7. 1一般        13診療所
     杵医60 リニック 杵築市大字杵築字木田８６１番地常　勤:    1 新規 産婦 小   現存
     １２ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81010,1061,6 後藤医院 〒879-0911 0978-52-2038後藤　悦也 後藤　悦也 昭35.10. 1内   外   診療所
     杵医61 杵築市大田波多方３１６３ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平29.10. 1
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  81110,1062,4 矢野医院 〒879-0902 0978(52)2017矢野　史也 矢野　史也 昭62. 2. 1内   診療所
     杵医62 杵築市大田沓掛１３の２ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81210,1063,2 杵築市立山香病院 〒879-1307 0977-75-1234杵築市長　永松　悟 小野　隆司 平17.10. 1一般       120病院
     杵医63 杵築市山香町大字野原１６１２番常　勤:   11 その他 療養        18療養病床
     地１ (医      11) 平29.10. 1内   小   外  現存
     非常勤:   65 整外 胃   皮  
     (医      65) ひ   眼   耳い
     リハ 放   他  
     他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81310,1064,0 やまが博愛病院 〒879-1311 0977-75-1255医療法人博愛会（社団河野　彰博 昭51. 7. 1療養        47病院
     杵医64 杵築市山香町大字内河野３０６７常　勤:    2）　理事長　内田　一 新規 内   リハ 療養病床
     番地 (医       2)郎 平24. 7. 1 現存
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81410,1065,7 友岡医院 〒879-1302 0977(76)2310友岡　操 友岡　操 昭55.12. 1内   外   小  診療所
     杵医65 杵築市山香町大字立石１２５４－常　勤:    2 開変 現存
     ２ (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81510,1066,5 佐藤医院 〒879-1311 0977-75-0217医療法人恵慈会　理事佐藤　素生 平 7.12. 1内   小   麻  診療所
     杵医66 杵築市山香町大字内河野字三反田常　勤:    1長　佐藤　素生 組変 呼   循   外  現存
     ２７６１番地１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81610,1067,3 小野医院 〒879-1307 0977-75-0187小野　勝之 小野　勝之 平 8. 4. 1内   診療所
     杵医67 杵築市山香町大字野原１７２３の常　勤:    1 開変 現存
     １０ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81710,1068,1 友岡医院山浦出張診療〒879-1315 0977-78-0301友岡　和久 友岡　和久 平17. 7.25内   小   診療所
     杵医68 所 杵築市山香町大字山浦２６７２番常　勤:    1 開変 現存
     地 (医       1) 平29. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81810,1069,9 伊藤皮膚科 〒873-0002 0978-62-2073伊藤　宏士 伊藤　宏士 平17.12.19皮   診療所
     杵医69 杵築市南杵築３－１ 常　勤:    2 所変 現存
     (医       2) 平29.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81910,1071,5 いちみや医院 〒873-0001 0978-62-1233医療法人　徳成会　理一宮　一成 平19. 6. 1耳い アレ 診療所
     杵医71 杵築市大字杵築６６５番地７８７常　勤:    1事長　一宮　一成 組変 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82010,1074,9 みやうちウィメンズク〒873-0001 0978-66-4103医療法人愛一歩会　理宮内　聡彰 平24.12. 1一般        19診療所
     杵医74 リニック 杵築市大字杵築字北浜６６５番５常　勤:    2事長　宮内　聡彰 組変 産   婦   現存
     ０１ (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82110,1075,6 くまもとココロクリニ〒873-0001 0978-68-8650熊本　庄二郎 熊本　庄二郎 平26.10. 1心内 精   他  診療所
     杵医75 ック 杵築市大字杵築字北浜６６５番地常　勤:    1 新規 現存
     ４３２ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82210,1076,4 きつき眼科 〒873-0001 0978-63-3020医療法人恵英会きつき河野　高伸 平27. 1. 1一般         6診療所
     杵医76 杵築市大字杵築６６５番地１５０常　勤:    1眼科　理事長　河野　 所変 眼   現存
     (医       1)高伸 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82311,1044,0 佐藤第一病院 〒879-0454 0978-32-2110医療法人明徳会　理事中原　成浩 昭45. 7. 1一般        90病院
     宇佐医44 宇佐市大字法鏡寺７７の１ 常　勤:   13長　佐藤　仁一 新規 療養        40療養病床
     (医      13) 平24. 7. 1脳外 リハ リウ現存
     非常勤:   58 整外 ひ   精  
     (医      58) 心内 神内 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82411,1046,5 医療法人興仁会　桑尾〒879-0471 0978-32-1331医療法人財団興仁会　桑尾　定明 昭41. 4. 1療養        50病院
     宇佐医46 病院 宇佐市大字四日市１１８番地 常　勤:    1理事長　桑尾　定明 開変 内   外   耳い療養病床
     (医       1) 平24. 9. 1 現存
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82511,1047,3 佐藤第二病院 〒879-0463 0978-32-2100医療法人明徳会　理事田畑　正久 昭46.10. 1療養        50病院
     宇佐医47 宇佐市大字中原３４７番地 常　勤:    5長　佐藤　仁一 組変 内   小   精  療養病床
     (医       5) 平28.10. 1心内 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82611,1053,1 宇佐病院 〒872-0102 0978-37-0485医療法人起愛会　理事西口　昭弘 昭48. 3. 2精神       248病院
     宇佐医53 宇佐市大字南宇佐１６５５番地 常　勤:    5長　宇都宮　彦七 組変 精   内   心内現存
     (医       4) 平30. 3. 2
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82711,1063,0 宗像医院 〒879-0316 0978-32-0281宗像　雅丈 宗像　光輝 昭53. 4. 1一般        11診療所
     宇佐医63 宇佐市大字下時枝５４９ 常　勤:    2 新規 療養         8療養病床
     (医       2) 平29. 4. 1内   外   呼内現存
     非常勤:   13 他   
     (医      13) 消化器内科、循
     環器内科、腎臓
     内科（人工透析
     ））
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82811,1066,3 森若医院 〒879-0464 0978-32-0165森若　萬須雄 森若　萬須雄 昭55. 1. 1呼   消   外  診療所
     宇佐医66 宇佐市大字大塚５５８ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82911,1070,5 宇佐高田医師会病院 〒872-0102 0978-37-2300一般社団法人　宇佐市柏木　孝仁 昭56. 4. 1一般       106病院
     宇佐医70 宇佐市大字南宇佐６３５番地 常　勤:   10医師会　会長　西村　 新規 一般（感染） 現存
     (医      10)正幸 平29. 4. 1             4
     非常勤:   10 内   外   リハ
     (医      10) 麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83011,1073,9 上田医院 〒879-0453 0978-32-0405上田　征八郎 上田　征八郎 昭58. 2. 5内   胃   循  診療所
     宇佐医73 宇佐市大字上田４８９番地 常　勤:    1 開変 外   リハ 現存
     (医       1) 平28. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83111,1074,7 宇佐高田医師会病院無〒872-0102 0978-37-2300一般社団法人宇佐市医柏木　孝仁 昭60. 3. 1内   外   リハ診療所
     宇佐医74 医地区巡回診療所 宇佐市大字南宇佐６３５番地 常　勤:    2師会　会長　西村　正 新規 現存
     (医       2)幸 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83211,1080,4 桐田眼科医院 〒879-0471 0978-32-0016医療法人桐田眼科医院桐田　光彬 平元. 6. 1一般         6診療所
     宇佐医80 宇佐市大字四日市２６２５番地 常　勤:    1　理事長　桐田　光彬 組変 眼   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83311,1081,2 くまのみどう小児科 〒879-0471 0978-32-1500医療法人くまのみどう熊埜御堂　義昭 平元. 6. 1小   診療所
     宇佐医81 宇佐市大字四日市１０番地の１ 常　勤:    1小児科　理事長　熊埜 組変 現存
     (医       1)御堂　義昭 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83411,1085,3 宮原医院 〒879-0471 0978-33-2750医療法人宮原医院　理宮原　哲郎 平 2.12. 1内   胃   外  診療所
     宇佐医85 宇佐市大字四日市１４８６の６ 常　勤:    1事長　宮原　哲郎 組変 こう 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83511,1088,7 小野内科病院 〒879-0231 0978-33-2180医療法人弘陽会　理事小野　弘樹 平 4.10. 1一般        30病院
     宇佐医88 宇佐市大字南敷田７０５－１ 常　勤:    4長　小野　忠弘 組変 療養        20現存
     (医       4) 平28.10. 1内   呼内 神内
     非常勤:   14 リハ 他   
     (医      14) （循環器内科、
     消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83611,1091,1 中島眼科 〒879-0309 0978-32-2600中島　初子 中島　初子 平 5. 8. 1眼   診療所
     宇佐医91 宇佐市東高家１２０９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83711,1093,7 瀬口皮膚科 〒879-0453 0978-33-3306医療法人瀬口皮膚科　瀬口　俊一郎 平 7. 1. 1皮   診療所
     宇佐医93 宇佐市大字上田１００９番地の２常　勤:    1理事長　瀬口　俊一郎 組変 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83811,1095,2 末永耳鼻咽喉科医院 〒879-0315 0978-33-3314末永　眞比古 末永　眞比古 平 7. 3. 1耳い 気食 診療所
     宇佐医95 宇佐市大字上時枝１９８番地の２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83911,1097,8 医療法人信和会　和田〒879-1131 0978-37-2500医療法人信和会　理事和田　純治 平 7. 8. 1一般        33病院
     宇佐医97 病院 宇佐市大字出光１６５番地の１ 常　勤:    4長　和田　陽子 組変 療養        71療養病床
     (医       4) 平28. 8. 1内   外   整外現存
     非常勤:   24 呼内 ひ   リハ
     (医      24) 脳外 皮   他  
     他：内科（消化
     器、循環器）、
     外科（消化器、
     肛門）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84011,1098,6 渡辺医院 〒879-0471 0978(32)0022医療法人芙岳会　理事帆足　茂久 平 7.12. 1一般        17診療所
     宇佐医98 宇佐市大字四日市１２２２番地の常　勤:    1長　帆足　茂久 組変 呼   消   循  現存
     １ (医       1) 平28.12. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84111,1099,4 宇佐リハビリ診療所 〒879-0467 0978-33-5527医療法人立清会　理事山上　由理子 平 8. 3. 1一般        12診療所
     宇佐医99 宇佐市大字山本１６５８番地 常　勤:    2長　立野　泰 新規 内   呼   整外現存
     (医       2) 平29. 3. 1リウ リハ アレ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84211,1101,8 医療法人藤心会　黒田〒879-0453 0978-37-2255医療法人藤心会黒田整黒田　利秀 平 8. 5. 1一般        19診療所
     宇佐医101 整形外科 宇佐市大字上田１５１０番地 常　勤:    1形外科　理事長　黒田 組変 内   外   整外現存
     (医       1)　利秀 平29. 5. 1リハ 
     非常勤:   19
     (医      19)
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  84311,1103,4 にしむら皮ふ科医院 〒879-0443 0978-33-5800医療法人にしむら皮ふ西村　正幸 平10. 1. 1皮   診療所
     宇佐医103 宇佐市大字葛原７８０番地の１ 常　勤:    1科医院　理事長　西村 組変 現存
     (医       1)　正幸 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84411,1104,2 宇佐中央内科病院 〒872-0032 0978-38-5200医療法人徳和会　理事徳光　陽一郎 平10. 3. 1一般        48病院
     宇佐医104 宇佐市大字江須賀４０４６番地１常　勤:    6長　徳光　克己 組変 神内 他   現存
     (医       6) 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84511,1106,7 玄々堂泌尿器科 〒879-0471 0978-34-0120医療法人玄々堂　理事長谷川　淑博 平11.11. 1一般        19診療所
     宇佐医106 宇佐市大字四日市字瓦塚１９番地常　勤:    2長　花岡　雅秀 組変 ひ   透析 現存
     の１ (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84611,1108,3 クリニックオアシス 〒879-1135 0978-37-3700医療法人宇水会　理事石田　浩一郎 平12. 2. 1一般         7診療所
     宇佐医108 宇佐市大字和気４７７番地の１ 常　勤:    1長　石田　浩一郎 所変 療養        12療養病床
     (医       1) 平30. 2. 1内   放   リハ現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84711,1109,1 くぼたクリニック 〒879-0453 0978-34-0030医療法人賛天会　理事窪田　正典 平12.11. 1一般        19診療所
     宇佐医109 宇佐市大字上田８１番地の１ 常　勤:    1長　窪田　正典 組変 内   外   ひ  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84811,1110,9 玄々堂整形外科 〒879-0444 0978-33-2700医療法人玄々堂　理事古代　裕次郎 平12.12. 1一般        19診療所
     宇佐医110 宇佐市大字石田字瓦塚３３番地の常　勤:    2長　花岡　雅秀 新規 整外 リハ リウ現存
     ２ (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84911,1113,3 植山循環器科内科クリ〒879-0471 0978-32-0838植山　敬久 植山　敬久 平14.11. 1一般        12診療所
     宇佐医113 ニック 宇佐市大字四日市７６番地 常　勤:    1 開変 内   循   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85011,1114,1 いしだ内科 〒872-0001 0978-38-6262石田　修二 石田　修二 平14.12. 1一般        19診療所
     宇佐医114 宇佐市大字長洲字塚前２２４１番常　勤:    2 新規 内   循   消  現存
     地 (医       2) 平26.12. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85111,1116,6 はたで眼科 〒879-0454 0978-32-0004医療法人昭仁会　理事幡手　昭男 平16. 5. 1一般         4診療所
     宇佐医116 宇佐市法鏡寺２０５番地 常　勤:    1長　幡手　昭男 組変 眼   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85211,1119,0 生野眼科医院 〒872-0521 0978-44-0224生野　雄一 生野　雄一 平 2.12.29眼   診療所
     宇佐医119 宇佐市安心院町下毛１８５４番地常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平29.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85311,1120,8 安心院中央医院 〒872-0521 0978-44-1110医療法人葵会　理事長田 　雋一 平 4.10. 1一般         1診療所
     宇佐医120 宇佐市安心院町下毛２１０９番地常　勤:    1　田 　雋一 組変 療養        18療養病床
     の５ (医       1) 平28.10. 1内   胃   循  現存
     外   整外 こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85411,1121,6 古荘医院 〒872-0521 0978-44-0015医療法人古荘医院　理古荘　陽三 平 4.10. 1内   循   小  診療所
     宇佐医121 宇佐市安心院町下毛２０６４－１常　勤:    1事長　古荘　陽三 組変 現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85511,1122,4 医療法人悠隆会　安心〒872-0507 0978-44-2311医療法人悠隆会　理事高田　勝強 平12. 9. 1整外 内   診療所
     宇佐医122 院整形外科医院 宇佐市安心院町木裳字西光寺４１常　勤:    1長　田中　英隆 新規 現存
     ３番１ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85611,1124,0 いしばしの里クリニッ〒872-0312 0978-42-6071医療法人悠久会　理事湯野　悦雄 平14. 6. 1内   心内 ひ  診療所
     宇佐医124 ク 宇佐市院内町櫛野字塔ノ元１６７常　勤:    3長　堀川　剛 新規 他   現存
     番の１ (医       3) 平26. 6. 1（消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85711,1126,5 院内中央医院 〒872-0331 0978-42-5251医療法人安土会　理事安倍　縁 平16.12. 1内   外   診療所
     宇佐医126 宇佐市院内町大副字下原４８３番常　勤:    1長　安倍　縁 組変 現存
     １ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85811,1128,1 内科　原澤医院 〒879-0308 0978-32-3222原澤　一郎 原澤　一郎 平18. 1. 1内   麻   消  診療所
     宇佐医128 宇佐市下高家１１２４番地の１ 常　勤:    2 開変 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85911,1130,7 古荘医院　原口診療所〒872-0333 0978-34-3031医療法人古荘医院　理古荘　陽三 平19. 4. 1循   内   診療所
     宇佐医130 宇佐市院内町原口字柿添５８９番常　勤:    1事長　古荘　陽三 新規 現存
     地の２ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86011,1132,3 村上医院 〒872-0507 0978-44-0558医療法人　翔陽会　理村上　直彦 平19. 6. 1内   小   消  診療所
     宇佐医132 宇佐市安心院町木裳２３７番地 常　勤:    2事長　村上　直彦 組変 整外 リハ 皮  現存
     (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86111,1133,1 レディースクリニック〒872-0042 0978-38-7171松本　英雄 松本　英雄 平22.12. 1婦   内   診療所
     宇佐医133 松本醫院 宇佐市貴船町１丁目３２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86211,1134,9 宇佐レディースクリニ〒879-0454 0978-33-3700医療法人社団真和会　森本　和秀 平25. 6. 1一般        19診療所
     宇佐医134 ック 宇佐市大字法鏡寺３３６番地の１常　勤:    1理事長　森本　和秀 組変 産婦 麻   現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86311,1135,6 吉田耳鼻咽喉科 〒879-0453 0978-25-4187吉田　周平 吉田　周平 平26. 4. 1耳い 診療所
     宇佐医135 宇佐市大字上田字寺ノ前１７０番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86411,1136,4 時枝内科医院 〒879-0443 0978-32-3200医療法人　時枝内科医時枝　正史 平26. 4. 1一般         9診療所
     宇佐医136 宇佐市大字葛原７７７番地の１ 常　勤:    1院　理事長　時枝　正 組変 療養        10療養病床
     (医       1)史 平26. 4. 1内   他   現存
     非常勤:    1 （消化器内科、
     (医       1) 循環器内科、漢
     方内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86511,1137,2 医療法人賀来内科医院〒872-0103 0978-37-1114医療法人　賀来内科医賀来　昌義 平26. 9.29一般        14診療所
     宇佐医137 宇佐市大字北宇佐字前田１６２１常　勤:    2院　理事長　賀来　昌 所変 内   現存
     番地の１ (医       2)義 平26. 9.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86611,1138,0 轟木整形外科病院 〒872-0102 0978-37-2322医療法人　碩和会　理轟木　崇也 平27. 7. 1一般        50病院
     宇佐医138 宇佐市大字南宇佐７６６ 常　勤:    4事長　轟木　崇也 組変 整外 内   リハ現存
     (医       3) 平27. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86711,1140,6 高崎皮フ科クリニック〒879-0456 0978-25-8612医療法人宇水会　理事髙﨑　修旨 平29. 1. 1皮   形外 診療所
     宇佐医140 宇佐市大字辛島２５番地 常　勤:    1長　石田　浩一郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  86811,1141,4 佐藤レディースクリニ〒879-0453 0978-32-3300医療法人　大神会　理大神　正幸 平29. 1. 1一般        19診療所
     宇佐医141 ック 宇佐市大字上田１０６０番地の２常　勤:    1事長　大神　正幸 組変 産婦 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86911,1142,2 安心院クリニック 〒872-0521 0978-44-1133益田　治雄 益田　治雄 平29. 5. 1内   外   整外診療所
     宇佐医142 宇佐市安心院町下毛２０１５番 常　勤:    1 組変 リハ 他   現存
     (医       1) 平29. 5. 1他：胃腸内科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87011,1143,0 医療法人　新生会　宇〒872-0032 0978-38-1618医療法人新生会　理事中野　眼一 平30. 4. 1一般        40病院
     宇佐医143 佐胃腸病院 宇佐市大字江須賀４０９２番地の常　勤:    2長　瀧上　茂 開変 内   外   他  現存
     １ (医       2) 平30. 4. 1他：消化器内科
     非常勤:   14 、消化器外科、
     (医      14) 肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87112,1006,7 豊後大野市民病院　無〒879-6692 0974-42-3121豊後大野市長　川野　木下　忠彦 平17. 3.31内   外   診療所
     大野医6 医地区巡回診療所 豊後大野市緒方町馬場２７６番地常　勤:   15文敏 開変 現存
     (医      15) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87212,1010,9 宇野医院 〒879-7301 097-578-1117医療法人宇野医院　理宇野　暢晃 平元. 6. 1内   呼   胃  診療所
     大野医10 豊後大野市犬飼町犬飼８０－２ 常　勤:    1事長　宇野　克彦 組変 循   小   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87312,1012,5 麻生眼科 〒879-7131 0974-22-0021麻生　明子 麻生　明子 平元. 7. 1眼   診療所
     大野医12 豊後大野市三重町市場８７０－５常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87412,1014,1 土生医院 〒879-7131 0974-22-0444医療法人土生医院　理土生　洋一 平 2. 7. 1一般        19診療所
     大野医14 豊後大野市三重町市場５９８番地常　勤:    1事長　土生　洋一 組変 内   消   外  現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1こう 麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87512,1015,8 大分県豊肥保健所 〒879-7131 0974-22-0162大分県知事　広瀬　勝池邉　淑子 平 2. 8. 1内   診療所
     大野医15 豊後大野市三重町市場９３４番地常　勤:    2貞 新規 現存
     ２ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87612,1016,6 松谷診療所 〒879-7131 0974-22-0877医療法人松谷診療所　麻生　亮一 平 4.10. 1内   消   診療所
     大野医16 豊後大野市三重町市場８７０番地常　勤:    1理事長　麻生　亮一 組変 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87712,1017,4 ニコニコ診療所 〒879-7104 0974-22-7776医療法人ニコニコ診療辛島　篤吉 平 4.10. 1一般        19診療所
     大野医17 豊後大野市三重町小坂４１６９－常　勤:    1所　理事長　辛島　篤 組変 内   外   リハ現存
     １ (医       1)吉 平28.10. 1他   
     非常勤:    3 （肛門外科）
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87812,1018,2 福島病院 〒879-7131 0974-22-3321医療法人新生会　理事福島　克彦 平 4.11. 1一般        60病院
     大野医18 豊後大野市三重町市場２３１ 常　勤:    7長　福島　克彦 組変 内   呼   消  現存
     (医       7) 平28.11. 1循   小   外  
     非常勤:   12 リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87912,1019,0 後藤耳鼻咽喉科医院 〒879-7131 0974(22)2088医療法人後藤耳鼻咽喉後藤　治典 平 5. 3. 1耳い 診療所
     大野医19 豊後大野市三重町市場９８７－６常　勤:    2科医院　理事長　後藤 組変 現存
     (医       1)　治典 平29. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88012,1020,8 菅尾医院 〒879-7108 0974-22-0378医療法人菅尾医院　理岡野　良文 平 5. 4. 1整外 内   診療所
     大野医20 豊後大野市三重町浅瀬３９４９ 常　勤:    1事長　岡野　良文 組変 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88112,1027,3 佐藤産婦人科医院 〒879-7141 0974-22-4103医療法人新明会　理事北條　充雄 平14.11. 1一般        19診療所
     大野医27 豊後大野市三重町秋葉字杉の元１常　勤:    2長　佐藤　充弘 所変 小   産   婦  現存
     ２４８番地 (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88212,1028,1 児玉医院 〒879-6441 0974-34-2215医療法人祐愛会　理事児玉　一成 平15.11. 1外   内   胃  診療所
     大野医28 豊後大野市大野町田中２７０の１常　勤:    1長　児玉　一成 組変 現存
     番地 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88312,1029,9 豊後大野市民病院 〒879-6692 0974-42-3121豊後大野市長　川野　木下　忠彦 平17. 3.31一般       156病院
     大野医29 豊後大野市緒方町馬場２７６番地常　勤:   23文敏 開変 一般（感染） 療養病床
     (医      23) 平29. 3.31             4現存
     非常勤:   39 療養        39
     (医      39) 内   呼内 神内
     外   整外 脳外
     麻   小   皮  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88412,1030,7 多田整形外科クリニッ〒879-7111 0974-22-8717医療法人悠哲会　理事多田　勝弘 平16. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     大野医30 ク 豊後大野市三重町赤嶺字深田１５常　勤:    1長　多田　勝弘 新規 現存
     ７０番地 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88512,1032,3 いぬかい児玉医院 〒879-7305 097-578-5015児玉　礼二 児玉　礼二 平17. 5. 1内   消   循  診療所
     大野医32 豊後大野市犬飼町田原字津留１１常　勤:    2 新規 呼   リハ 小  現存
     ０５－１－１ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88612,1033,1 広瀬医院 〒879-7401 0974-37-2022医療法人ＣＴＣ　理事廣瀬　輝雄 平17.12. 1内   小   診療所
     大野医33 豊後大野市千歳町新殿７８１番地常　勤:    1長　廣瀬　輝雄 組変 現存
     １ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88712,1034,9 広瀬医院大木分院 〒879-7414 0974-37-2276医療法人ＣＴＣ　理事廣瀬　輝雄 平17.12. 1内   小   診療所
     大野医34 豊後大野市千歳町下山字大木１７常　勤:    1長　廣瀬　輝雄 組変 現存
     ８番 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88812,1035,6 筑波クリニック 〒879-6433 0974-24-5055医療法人筑水会　理事筑波　貴与根 平18. 1.11内   外   消  診療所
     大野医35 豊後大野市大野町大原９８１番地常　勤:    1長　筑波　貴与根 所変 呼   現存
     １ (医       1) 平30. 1.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88912,1036,4 天心堂おおの診療所 〒879-6441 0974-34-3331社会医療法人財団天心岡部　英司 平18. 4. 1内   外   整外診療所
     大野医36 豊後大野市大野町田中２番９ 常　勤:    1堂　理事長　松本　泰 新規 現存
     (医       1)祐 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89012,1039,8 おぐり胃腸・肛門科 〒879-7111 0974-22-6222医療法人恒心会　理事小栗　多加味 平19. 5. 1一般        19診療所
     大野医39 豊後大野市三重町赤嶺１１６４番常　勤:    1長　小栗　多加味 組変 胃   こう 内  現存
     地１１ (医       1) 平25. 5. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89112,1040,6 ごとう消化器科・内科〒879-7111 0974-24-0070医療法人ごとう消化器後藤　孝之 平19. 6. 1一般        19診療所
     大野医40 クリニック 豊後大野市三重町大字赤嶺１６７常　勤:    1科・内科クリニック　 組変 内   消   呼  現存
     ０番地 (医       1)理事長　後藤　孝之 平25. 6. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89212,1042,2 いしかわ皮ふ科・形成〒879-7131 0974-24-0120医療法人石川会　理事石川　正 平20. 6. 1皮   形外 診療所
     大野医42 外科 豊後大野市三重町市場１２７３番常　勤:    1長　石川　正 組変 現存
     地１ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89312,1044,8 ふじしま内科 〒879-7131 0974-22-0114医療法人社団宣和会　藤島　公典 平22. 4. 1一般        19診療所
     大野医44 豊後大野市三重町市場１２７番地常　勤:    2理事長　藤島　公典 組変 内   外   整外現存
     (医       2) 平28. 4. 1小   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89412,1045,5 社会医療法人関愛会　〒879-7104 0974-22-6333社会医療法人関愛会　宇都宮　健志 平22. 9. 1内   小   診療所
     大野医45 三重東クリニック 豊後大野市三重町小坂字柳井瀬４常　勤:    3理事長　増永　義則 新規 現存
     １０９番地の６１ (医       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89512,1047,1 麻生医院 〒879-6643 0974-42-2023麻生　真佐 麻生　真佐 平23. 4. 1内   呼   アレ診療所
     大野医47 豊後大野市緒方町下自在１６８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89612,1049,7 社会医療法人関愛会　〒879-6903 0974-35-3561社会医療法人関愛会　坪山　明寛 平23. 4. 1内   診療所
     大野医49 清川診療所 豊後大野市清川町砂田１８７７番常　勤:    1理事長　増永　義則 開変 現存
     地の３ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89712,1050,5 帰巖会　みえ病院 〒879-7111 0974-22-2222社会医療法人　帰巖会松山　幸弘 平23. 4. 1一般        70病院
     (12,3021,0) 豊後大野市三重町赤嶺１２５０番常　勤:    9　理事長　松尾　則義 所変 内   呼内 神内現存
     大野医50 地１ (医       8) 平29. 4. 1外   整外 ひ  
     (歯       1) 麻   リハ 放  
     非常勤:   36 脳外 歯   歯外
     (医      35) 精   他   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89812,1051,3 みやわき小児科 〒879-7111 0974-24-0230医療法人　みやわき小宮脇　貴史 平23. 5. 1小   内   アレ診療所
     大野医51 豊後大野市三重町赤嶺８６１番地常　勤:    1児科　理事長　宮脇　 組変 現存
     (医       1)貴史 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89912,1053,9 あさじ町クリニック 〒879-6222 0974-64-1234社会医療法人　帰巖会筑波　恵子 平29.12. 1内   呼   診療所
     大野医53 豊後大野市朝地町朝地９０６番地常　勤:    1　理事長　松尾　則義 開変 現存
     ７ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90012,1054,7 みえ記念病院 〒879-7125 0974-22-7280社会医療法人帰巖会　島袋　隆 平30. 4. 1一般        40病院
     大野医54 豊後大野市三重町内田９８４－２常　勤:    4理事長　松尾　則義 開変 内   外   整外現存
     (医       4) 平30. 4. 1呼内 リウ リハ
     非常勤:    7 小   他   
     (医       7) 他：循環器内科
     、消化器内科、
     漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90113,1001,6 独立行政法人地域医療〒879-5103 0977-84-3171独立行政法人　地域医根橋　良雄 昭37.11. 1一般       153病院
     由布医1 機能推進機構　湯布院由布市湯布院町川南２５２番地 常　勤:    8療機能推進機構　理事 新規 療養       120療養病床
     病院 (医       8)長　尾身　茂 平28.11. 1内   整外 リハ現存
     非常勤:   22 神内 心内 他  
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90213,1002,4 岩男病院 〒879-5102 0977-84-3101医療法人慈愛会　理事岩男　裕二郎 昭58. 5. 1療養        45病院
     由布医2 由布市湯布院町川上３０５９番地常　勤:    2長　岩男　裕二郎 新規 内   呼   胃  現存
     １ (医       2) 平28. 5. 1外   整外 リハ
     非常勤:   41 こう 
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90313,1004,0 日野病院 〒879-5103 0977-84-2181医療法人福寿会　理事日野　修一郎 昭47. 1. 1一般        60病院
     由布医4 由布市湯布院町川南２８０番地 常　勤:    4長　日野　修一郎 組変 内   小   外  現存
     (医       4) 平29. 1. 1整外 産婦 耳い
     非常勤:   41 リハ アレ 呼内
     (医      41) 他   
     他：肛門外科、
     循環器内科、消
     化器内科、老年
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90413,1007,3 川崎内科 〒879-5511 097-583-5211医療法人大分厚生会　川崎　紀則 平 7. 1. 1一般        14診療所
     由布医7 由布市挾間町古野２６３番地１ 常　勤:    2理事長　川崎　紀則 新規 療養         5療養病床
     (医       2) 平28. 1. 1内   消   循  現存
     非常勤:    4 呼   神内 リハ
     (医       4) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90513,1008,1 南由布クリニック 〒879-5114 0977-85-5245医療法人南由布クリニ小手川　正司 平 9. 6. 1内   小   リハ診療所
     由布医8 由布市湯布院町川北１１１２番地常　勤:    2ック　理事長　小手川 組変 現存
     ４４ (医       1)　正司 平30. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90613,1009,9 ごとう医院 〒879-5502 097-540-7800医療法人相生会　理事後藤　正幸 平 9.11. 1一般        19診療所
     由布医9 由布市挾間町向原３５０ 常　勤:    2長　後藤　正幸 組変 外   消   呼  現存
     (医       1) 平24.11. 1内   小   整外
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90713,1010,7 秋吉医院 〒879-5111 0977-86-2241秋吉　達次郎 秋吉　達次郎 平10. 1.31内   小   消  診療所
     由布医10 由布市湯布院町下湯平９０－２ 常　勤:    1 開変 現存
     (医       1) 平28. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  90813,1011,5 佐藤医院 〒879-5413 097-582-3131医療法人照臨会　理事佐 　愼二郎 平10. 5. 1一般        19診療所
     由布医11 由布市庄内町大龍２１６４番地１常　勤:    1長　佐 　愼二郎 組変 内   消   循  現存
     (医       1) 平28. 5. 1小   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90913,1013,1 新こどもクリニック 〒879-5518 097-583-8277新　博行 新　博行 平14. 9. 1小   アレ 診療所
     由布医13 由布市挾間町北方５３番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91013,1014,9 足立クリニック 〒879-5102 0977-28-2226足立　昌士 足立　昌士 平15.11. 1内   消   こう診療所
     由布医14 由布市湯布院町川上２９２２の１常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91113,1015,6 さとう消化器・大腸肛〒879-5518 097-583-8050医療法人健葉会　理事佐藤　浩一 平16. 1. 1一般         9診療所
     由布医15 門クリニック 由布市挾間町北方１９番地１ 常　勤:    1長　佐藤　浩一 組変 内   消   外  現存
     (医       1) 平28. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91213,1016,4 宮崎医院 〒879-5413 097-582-0345医療法人宮崎医院　理宮﨑　美樹 平16. 7.12一般        19診療所
     由布医16 由布市庄内町大龍２３５７番地１常　勤:    3事長　宮﨑　晃一 所変 内   整外 小  現存
     (医       3) 平28. 7.12
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91313,1017,2 何松内科循環器科 〒879-5518 097-583-1131医療法人何松内科循環何松　啓志 平16.12. 1一般        19診療所
     由布医17 由布市挾間町北方７５７番地３ 常　勤:    2器科　理事長　何松　 組変 内   呼   消  現存
     (医       2)啓志 平28.12. 1循   外   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91413,1019,8 庄内診療所 〒879-5421 097-582-3600狩峰　信也 狩峰　信也 平18.12.31一般        15診療所
     由布医19 由布市庄内町柿原字原２８０番地常　勤:    1 開変 療養         4療養病床
     の１ (医       1) 平24.12.31内   外   リハ現存
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91513,1020,6 森本整形外科クリニッ〒879-5506 097-586-3700医療法人森本整形外科森本　哲也 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     由布医20 ク 由布市挾間町挾間２６７番地 常　勤:    1　理事長　森本　哲也 組変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91613,1021,4 おざきホームケアクリ〒879-5434 097-582-0013医療法人　人昭会　理尾﨑　任昭 平19. 5. 1循   内   呼  診療所
     由布医21 ニック 由布市庄内町庄内原８２８番地１常　勤:    1事長　尾﨑　任昭 所変 消   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91713,1022,2 ひろたクリニック 〒879-5518 097-583-5777 田　清司 田　清司 平21. 5. 1内   心内 精  診療所
     由布医22 由布市挾間町大字北方字下角５３常　勤:    1 新規 他   現存
     番地　ゆめタウンはさまクリニッ(医       1) 平27. 5. 1（血液内科）
     クビル２階Ｂ区画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91813,1024,8 立川眼科 〒879-5506 097-586-3719医療法人　立川眼科　立川　貴寿 平26. 6. 1眼   診療所
     由布医24 由布市挾間町挾間２７６番地２ 常　勤:    1理事長　立川　貴寿 組変 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91913,1025,5 ゆずの木クリニック 〒879-5102 0977-85-4625桑野　愼一郎 桑野　愼一郎 平28. 9. 1内   診療所
     由布医25 由布市湯布院町川上２７１３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92014,1001,4 大分県東部保健所国東〒873-0504 0978-72-1127大分県知事　広瀬　勝内田　勝彦 昭46. 2. 6内   診療所
     国東医1 保健部 国東市国東町安国寺７８６－１ 常　勤:    1貞 所変 現存
     (医       1) 平28. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92114,1002,2 国見病院 〒872-1401 0978-82-1251医療法人二豊会　理事田北　親譜 昭51. 9. 1療養        82病院
     国東医2 国東市国見町伊美１９６８番地 常　勤:    1長　田北　親譜 組変 内   外   循  療養病床
     (医       1) 平24. 9. 1皮   リハ 整外現存
     非常勤:   12 神内 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92214,1003,0 松木医院 〒873-0522 0978(72)0345医療法人松木医院　理松木　吉継 平元.12. 1内   循   呼  診療所
     国東医3 国東市国東町岩屋４３０番地 常　勤:    1事長　松木　吉継 組変 胃   小   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92314,1004,8 堀田医院 〒872-1401 0978(82)0490医療法人堀田医院　理堀田　正一 平 2. 2. 1一般        19診療所
     国東医4 国東市国見町伊美２６４１番地１常　勤:    1事長　堀田　正一 組変 内   消   循  現存
     (医       1) 平29. 2. 1リウ リハ 放  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92414,1006,3 福永胃腸科外科医院 〒873-0503 0978(72)3001医療法人福永胃腸科外福永　淳治 平 3.11. 1一般        19診療所
     国東医6 国東市国東町鶴川１０６番地 常　勤:    1科医院　理事長　福永 組変 胃   外   整外現存
     (医       1)　淳治 平24.11. 1こう 麻   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92514,1008,9 末綱クリニック 〒873-0502 0978-72-0433医療法人鶴玲会　理事末綱　純一 平 6.12. 1内   消   循  診療所
     国東医8 国東市国東町田深字中町６６５番常　勤:    2長　末綱　幹雄 所変 呼   リハ 心内現存
     ４ (医       2) 平27.12. 1放   アレ 他  
     （内視鏡科）
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  92614,1009,7 むさし整形外科医院 〒873-0412 0978(69)0171医療法人昂陽会　理事多治見　新造 平 8. 6. 1整外 リハ 麻  診療所
     国東医9 国東市武蔵町古市１４８番地 常　勤:    1長　多治見　新造 組変 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92714,1010,5 定村内科医院 〒873-0212 0978-67-2127医療法人健悠会　理事仲西　廣展 平 9. 1. 1一般        18診療所
     国東医10 国東市安岐町塩屋１１４番地１ 常　勤:    1長　定村　智章 組変 内   消   循  現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92814,1011,3 国東市民病院 〒873-0298 0978-67-1211国東市長　三河　明史籾井　眞二 平18. 3.31一般       154病院
     (14,3016,6) 国東市安岐町下原１４５６番地 常　勤:   18 その他 一般（感染） 療養病床
     国東医11 (医      16) 平30. 3.31             4現存
     (歯       2) 療養        50
     非常勤:   46 内   神内 外  
     (医      46) 整外 消   呼  
     産婦 小   歯外
     眼   耳い 精  
     リハ ひ   脳外
     こう 麻   皮  
     放   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92914,1012,1 国東市民病院移動診療〒873-0298 0978-67-1211国東市長　三河　明史籾井　眞二 平18. 3.31内   外   診療所
     国東医12 所 国東市安岐町下原１４５６番地 常　勤:   12 その他 現存
     (医      11) 平30. 3.31
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93014,1014,7 牛嶋内科・胃腸科クリ〒873-0412 0978-69-0889牛嶋　 二郎 牛嶋　 二郎 平11. 3. 8内   胃   診療所
     国東医14 ニック 国東市武蔵町古市８９ 常　勤:    1 所変 現存
     (医       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93114,1015,4 ふくだクリニック 〒873-0502 0978-72-0168医療法人健福会　理事福田　榮 平13.11. 1産   婦   内  診療所
     国東医15 国東市国東町田深１６６０番地 常　勤:    1長　福田　榮 組変 小   リハ 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93214,1017,0 あおぞら病院 〒873-0511 0978-72-0455医療法人メディケアア廣瀬　善弘 平15. 9. 1一般        54病院
     国東医17 国東市国東町小原２６５０番地 常　勤:    4ライアンス　理事長　 所変 循   内   整外現存
     (医       4)廣瀬　善弘 平27. 9. 1放   リハ 耳い
     非常勤:    6 他   
     (医       6) （血液内科、人
     工透析内科、腎
     臓内科）



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   109 頁

  93314,1018,8 あさひクリニック 〒873-0513 0978-72-0365医療法人浩陽会　理事二宮　浩一 平16. 7. 1一般        11診療所
     国東医18 国東市国東町綱井４３２－７ 常　勤:    1長　二宮　浩一 組変 療養         6療養病床
     (医       1) 平28. 7. 1内   消   小  現存
     外   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93414,1020,4 松原医院 〒873-0412 0978-68-0010医療法人真和会　理事松原　博史 平17. 2. 1内   神内 小  診療所
     国東医20 国東市武蔵町古市１１２番地１ 常　勤:    1長　松原　博史 所変 呼内 他   現存
     (医       1) 平29. 2. 1（循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93514,1021,2 はるかぜ醫院 〒872-1612 0978-89-9414医療法人ほとけの里　坪井　峯男 平11. 8. 1内   リハ 循  診療所
     国東医21 国東市国見町大熊毛字花開１８２常　勤:    1理事長　坪井　峯男 新規 消   心内 精  現存
     番地 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93614,1023,8 朝倉内科医院 〒873-0203 0978-67-2012医療法人　朝倉会　理朝倉　康景 平19. 5. 1内   消   胃  診療所
     国東医23 国東市安岐町中園４００番地 常　勤:    2事長　朝倉　康景 組変 呼   循   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93714,1024,6 富来Ｋ．クリニック 〒873-0643 0978-73-3010医療法人　順心会　理桾本　定秀 平19. 6. 1内   外   小  診療所
     国東医24 国東市国東町富来浦１７８８番１常　勤:    1事長　桾本　定秀 組変 循   皮   消  現存
     (医       1) 平25. 6. 1形外 整外 こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93814,1027,9 国東中央クリニック 〒873-0501 0978-73-2200医療法人輝生会　理事進　輝政 平20.11.21一般        19診療所
     国東医27 国東市国東町北江３２４５番地４常　勤:    1長　進　輝政 組変 内   循   消  現存
     (医       1) 平26.11.21呼   心内 リハ
     非常勤:    1 小   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93914,1029,5 メープル尽クリニック〒873-0231 0978-67-2800医療法人薫楓会　理事菅　淳一 平24. 1. 1内   消   心外診療所
     国東医29 国東市安岐町下原３８１番１ 常　勤:    1長　菅　淳一 組変 他   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94014,1030,3 たてわき眼科 〒873-0421 0978-69-0111医療法人真和会　理事帶刀　真也 平24. 1. 1眼   診療所
     国東医30 国東市武蔵町糸原２５１７番地 常　勤:    1長　帶刀　真也 組変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94121,1085,2 姫島村国民健康保険診〒872-1501 0978-87-3221姫島村長　藤本　昭夫三浦　源太 昭57. 6.29一般        10診療所
     (21,3036,9) 療所 東国東郡姫島村１５６０番地の１常　勤:    4 所変 療養         6現存
     東医85 (医       3) 平30. 6.29内   外   小  
     (歯       1) 眼   歯   
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  94222,1031,4 大石内科医院 〒879-1506 0977-72-2121大石　定信 大石　定信 昭52. 3. 1内   循   呼  診療所
     速医31 速見郡日出町２９１９ 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94322,1039,7 酒井医院 〒879-1507 0977-72-2624酒井　敏夫 酒井　敏夫 昭61. 1. 1内   小   呼  診療所
     速医39 速見郡日出町豊岡字石田７５５番常　勤:    1 開変 消   循   放  現存
     地３ (医       1) 平28. 1. 1他   
     （理学診療科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94422,1040,5 真那井診療所 〒879-1503 0977-72-5270 瀬　信行 瀬　信行 昭61. 1. 1精   心内 内  診療所
     速医40 速見郡日出町大字真那井３１６６常　勤:    1 組変 神   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94522,1042,1 矢野小児科医院 〒879-1507 0977(72)1011医療法人矢野小児科医矢野　英二 平 3.11. 1内   小   診療所
     速医42 速見郡日出町大字豊岡６１００番常　勤:    1院　理事長　矢野　英 組変 現存
     地２５１ (医       1)二 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94622,1048,8 吉岡内科医院 〒879-1505 0977-73-2787吉岡　和則 吉岡　和則 平 7.10. 1内   消   リハ診療所
     速医48 速見郡日出町大字川崎字内野５２常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ４０番５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94722,1053,8 土屋会　八重眼科医院〒879-1505 0977-73-1221医療法人土屋会　理事八重　康夫 平 9.11. 1一般         4診療所
     速医53 速見郡日出町大字川崎字角力田３常　勤:    1長　八重　康夫 組変 眼   現存
     番地の１ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94822,1054,6 岡田内科クリニック 〒879-1506 0977-28-0101医療法人岡田内科クリ岡田　久司 平11. 5. 1内   呼内 他  診療所
     速医54 速見郡日出町３９０２番地２ 常　勤:    1ニック　理事長　岡田 組変 他：消化器内科現存
     (医       1)　久司 平29. 5. 1、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94922,1056,1 松本整形外科クリニッ〒879-1506 0977-73-2775松本　直之 松本　直之 平12. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     速医56 ク 速見郡日出町３８７０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95022,1059,5 日出児玉病院 〒879-1505 0977-72-2724特定医療法人瑞木会　児玉　孝仁 平14. 8. 8一般        56病院
     速医59 速見郡日出町大字川崎８３７番地常　勤:    5理事長　児玉　敦幹 所変 内   アレ 外  現存
     の１ (医       5) 平26. 8. 8整外 リハ 他  
     非常勤:   33 （循環器内科、
     (医      33) 消化器内科、呼
     吸器内科、消化
     器外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   111 頁

  95122,1060,3 さくら医院 〒879-1506 0977-28-0777医療法人さくら医院　大畑　政代 平14.11. 1皮   診療所
     速医60 速見郡日出町３８３９番地７ 常　勤:    2理事長　大畑　政代 組変 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95222,1061,1 川崎診療所 〒879-1505 0977-28-1611特定医療法人瑞木会　麻生　誠 平15. 4. 1内   診療所
     速医61 速見郡日出町大字川崎５０７の３常　勤:    1理事長　児玉　敦幹 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95322,1064,5 こうまつ循環器科内科〒879-1506 0977-73-0077医療法人泰晋会　理事幸松　晃正 平16. 1. 1一般         2診療所
     速医64 クリニック 速見郡日出町３８５２番６ 常　勤:    1長　幸松　晃正 新規 内   他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1他：循環器内科
     、腎臓内科、人
     工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95422,1065,2 金田耳鼻咽喉科医院 〒879-1506 0977-28-0810医療法人金田耳鼻咽喉金田　規嗣 平16. 1. 1耳い 診療所
     速医65 速見郡日出町３８３４番地９ 常　勤:    1科医院　理事長　金田 組変 現存
     (医       1)　規嗣 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95522,1066,0 てしまこどもの杜クリ〒879-1506 0977-28-0870医療法人てしまこども手島　正裕 平17. 6. 1小   アレ 呼  診療所
     速医66 ニック 速見郡日出町３９０２番地３ 常　勤:    1の杜クリニック　理事 組変 内   現存
     (医       1)長　手島　正裕 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95622,1069,4 日出中央医院 〒879-1506 0977-72-2534佐登　宣仁 佐登　宣仁 平18. 2. 1一般        19診療所
     速医69 速見郡日出町３４７０－８ 常　勤:    2 開変 内   麻   他  現存
     (医       2) 平30. 2. 1外科（ペインク
     リニック）、内
     科（胃腸、疼痛
     緩和）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95722,1072,8 江本眼科 〒879-1506 0977-28-1700医療法人　江本眼科　江本　一郎 平19. 5. 1眼   診療所
     速医72 速見郡日出町３２７８番地１ 常　勤:    2理事長　江本　一郎 組変 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95822,1073,6 鈴木病院 〒879-1506 0977-73-2131医療法人久寿会　理事鈴木　貫史 平19.12. 1一般        40病院
     速医73 速見郡日出町３９０４番６ 常　勤:    3長　鈴木　貫史 新規 消   こう 外  現存
     (医       3) 平25.12. 1内   呼   循  
     非常勤:   31 ひ   放   リハ
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95922,1075,1 サンライズ酒井病院 〒879-1506 0977-72-2266医療法人平成会　理事酒井　祐一 平20. 7.22一般        60病院
     速医75 速見郡日出町３１５６番地１ 常　勤:   11長　酒井　公範 所変 療養        41療養病床
     (医      11) 平26. 7.22整外 脳外 外  現存
     非常勤:   45 内   リウ リハ
     (医      45) 婦   他   
     （消化器内科、
     循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96028,1054,3 小中病院 〒879-4413 0973-72-2167医療法人純和会　小中小中　敏生 昭45. 9. 1一般        39病院
     玖医54 玖珠郡玖珠町大字塚脇１２３番地常　勤:    2　敏生 新規 外   内   小  現存
     (医       2) 平24. 9. 1整外 他   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96128,1063,4 髙田病院 〒879-4403 0973-72-2135医療法人玖寿会　理事山下　太郎 昭52.12. 1一般        40病院
     玖医63 玖珠郡玖珠町大字帆足２５９ 常　勤:    2長　山下　太郎 組変 療養        18療養病床
     (医       2) 平28.12. 1内   外   整外現存
     非常勤:   21 リハ 放   
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96228,1071,7 矢原医院 〒879-4801 0973-77-6121医療法人豊山会　理事矢原　淳郎 平元. 9. 1一般         4診療所
     玖医71 玖珠郡九重町大字右田１０２８の常　勤:    2長　矢原　澄郎 組変 療養        15療養病床
     １１番地 (医       2) 平28. 9. 1外   胃   内  現存
     非常勤:    1 整外 小   ひ  
     (医       1) 皮   他   
     （乳腺外科　消
     化器外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96328,1074,1 友成医院 〒879-4723 0973-78-8811医療法人英和会　理事友成　一英 平 2.12. 1一般        19診療所
     玖医74 玖珠郡九重町大字町田５５７番地常　勤:    1長　友成　一英 所変 内   外   胃  療養病床
     の１ (医       1) 平29.12. 1小   皮   こう現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96428,1080,8 医療法人啓燈会　玖珠〒879-4413 0973-72-1127医療法人啓燈会　理事後藤　憲文 平 7. 2. 1一般        48病院
     玖医80 記念病院 玖珠郡玖珠町大字塚脇６３３番地常　勤:    3長　後藤　憲文 組変 内   外   リハ現存
     の２ (医       3) 平28. 2. 1麻   リウ 他  
     非常勤:   14 （消化器外科、
     (医      14) 消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96528,1081,6 麻生消化器科内科 〒879-4412 0973-72-7100麻生　隆良 麻生　隆良 平 7. 4. 1内   消   小  診療所
     玖医81 玖珠郡玖珠町大字山田２２８９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96628,1082,4 長内科小児科胃腸科医〒879-4403 0973-72-2143医療法人長内科小児科長　益悦 平 7. 7. 1一般         7診療所
     玖医82 院 玖珠郡玖珠町帆足２３２－８ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組変 療養        12療養病床
     (医       1)長　益悦 平28. 7. 1内   胃   小  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96728,1086,5 小野眼科医院 〒879-4413 0973-72-7120医療法人慶佑会　理事小野　ひろみ 平11. 5. 1一般         2診療所
     玖医86 玖珠郡玖珠町大字塚脇１７１番地常　勤:    1長　小野　正幸 開変 眼   現存
     の３ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96828,1087,3 北山田クリニック 〒879-4331 0973-73-2030医療法人慶佑会　理事小野　正幸 平11.10. 1外   内   診療所
     玖医87 玖珠郡玖珠町大字戸畑１６６７番常　勤:    1長　小野　正幸 新規 現存
     地の１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96928,1088,1 友成医院 〒879-4413 0973-72-0330医療法人友光会　理事友成　正路 平11.11. 1一般        19診療所
     玖医88 玖珠郡玖珠町大字塚脇１２８番地常　勤:    2長　友成　正路 組変 産婦 小   内  現存
     の２ (医       2) 平29.11. 1麻   脳外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97028,1089,9 飯田高原診療所 〒879-4911 0973-79-2138九重町長　日野　康志野瀬　善明 平13. 2. 1内   小   外  診療所
     玖医89 玖珠郡九重町大字田野１２７１番常　勤:    1 所変 現存
     地 (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97128,1093,1 玖珠耳鼻咽喉科医院 〒879-4403 0973-72-2851玖珠九重行政事務組合野北　慶之助 平19. 4. 1耳い 気食 診療所
     玖医93 玖珠郡玖珠町大字帆足２２２－４常　勤:    1　管理者　宿利　政和 開変 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97228,1094,9 武田医院 〒879-4404 0973-72-0170医療法人三島会　理事武田　大威 平19. 5. 1内   小   診療所
     玖医94 玖珠郡玖珠町大字森９５５番地 常　勤:    1長　武田　大威 組変 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97328,1095,6 荒木医院 〒879-4404 0973-72-2466荒木　秀彦 荒木　秀彦 平22. 7. 1内   小   診療所
     玖医95 玖珠郡玖珠町大字森９８５番地の常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97428,1096,4 日出生診療所 〒879-4406 0973-72-2466荒木　秀彦 荒木　秀彦 平23.11. 1内   小   診療所
     玖医96 玖珠郡玖珠町大字日出生２０４４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97528,1098,0 井上医院 〒879-4631 0973-76-2711医療法人　井上医院　井上　徹 平24. 1. 1内   外   診療所
     玖医98 玖珠郡九重町大字恵良５９２ 常　勤:    1理事長　井上　徹 組変 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  97628,1101,2 三池循環器内科クリニ〒879-4413 0973-72-6101医療法人　善心会　理三池　太朗 平26. 7. 1内   他   診療所
     玖医101 ック 玖珠郡玖珠町大字塚脇４６１番地常　勤:    1事長　三池　太朗 所変 現存
     の７ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97780,1002,3 独立行政法人国立病院〒874-0011 0977-67-1111独立行政法人国立病院酒井　浩徳 昭29.12. 1一般       460病院
     (80,3100,9) 機構　別府医療センタ別府市大字内竃１４７３番地 常　勤:  113機構　理事長　楠岡　 新規 精神        40現存
     別医2 ー (医     110)英雄 平29. 7. 1内   呼内 神内
     (歯       1) 呼外 整外 脳外
     (薬       2) 形外 精   リウ
     非常勤:    6 小   皮   ひ  
     (医       6) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   病理
     臨床 麻   歯  
     歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97881,1005,4 独立行政法人国立病院〒874-0840 0977-24-1221独立行政法人国立病院後藤　一也 昭35. 7. 1一般       300病院
     (81,3101,5) 機構　西別府病院 別府市大字鶴見４５４８番地 常　勤:   30機構　理事長　楠岡　 新規 結核        50現存
     別医5 (医      28)英雄 平29. 7. 1内   神内 呼  
     (歯       2) 小   外   整外
     非常勤:   26 放   麻   歯  
     (医      24) 皮   婦   リハ
     (歯       2) 脳外 循   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97981,1163,1 独立行政法人国立病院〒870-0263 097-593-1111独立行政法人国立病院穴井　秀明 昭35. 7. 1一般       300病院
     大医163 機構　大分医療センタ大分市横田２丁目１１－４５ 常　勤:   34機構　理事長　楠岡　 新規 外   小   整外現存
     ー (医      34)英雄 平29. 7. 1呼外 ひ   婦  
     非常勤:    2 眼   リハ 放  
     (医       2) 麻   病理 呼内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98082,1067,2 大分大学医学部附属病〒879-5593 097-549-4411国立大学法人　大分大門田　淳一 昭56.10. 1一般       588特定機能
     (82,3025,4) 院 由布市挾間町医大ケ丘１丁目１番常　勤:  451学長　北野　正剛 新規 精神        30病院
     分医67 地 (医     438) 平29. 5. 1内   神内 精  現存
     (歯      13) 小   呼外 心外
     非常勤:   29 小外 脳外 皮  
     (医      28) 形外 眼   産婦
     (歯       1) 放   麻   歯外
     アレ 呼内 病理
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98182,1137,3 九州大学病院別府病院〒874-0838 0977-27-1600国立大学法人　九州大堀内　孝彦 昭36.10.29一般       104病院
     別医137 別府市大字鶴見字鶴見原４５４６常　勤:   25学　総長　久保　千春 新規 療養        36現存
     (医      24) 平29. 1.26内   外   整外
     (薬       1) 放   麻   リハ
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98283,1004,3 大分赤十字病院 〒870-0033 097-532-6181日本赤十字社　社長　本廣　昭 昭35. 8. 1一般       340病院
     (83,3208,4) 大分市千代町３丁目２番３７号 常　勤:   85近衞　忠煇 新規 呼内 リウ 脳内現存
     大医4 (医      79) 平29. 8. 1小   外   呼外
     (歯       5) 整外 脳外 形外
     (薬       1) 皮   ひ   産婦
     非常勤:   38 眼   耳い リハ
     (医      38) 麻   放   病理
     歯   矯歯 歯外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98383,1010,0 大分県立病院 〒870-0855 097-546-7111大分県知事　広瀬　勝井上　敏郎 平 4. 8.18一般       566総合病院
     (83,3007,0) 大分市大字豊饒４７６番地 常　勤:  165貞 所変 一般（感染） 現存
     大医679 (医     164) 平28. 8.18            12
     (歯       1) 精   神内 呼内
     非常勤:    2 リウ 小   整外
     (医       2) 形外 脳外 呼外
     心外 小外 皮  
     ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     放   病理 臨床
     麻   歯外 他  
     （内分泌・代謝
     内科、血液内科
     、呼吸器腫瘍内
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


