
令和４年４月28日現在

No 市町 氏名 医療機関名 住所 TEL 診療科

1 岩国市 奥永　　綾 いしいケア･クリニック 岩国市麻里布町3-5-5 0827-29-0114 内科

2 岩国市 寺園　　崇 いしいケア･クリニック 岩国市麻里布町3-5-5 0827-29-0114 内科

3 岩国市 原田　唯成 いしいケア･クリニック 岩国市麻里布町3-5-5 0827-29-0114 内科

4 岩国市 茶川　治樹 岩国市医療センター医師会病院 岩国市室の木町3-6-12 0827-21-3211 リハビリテーション科

5 岩国市 藤本　治道 岩国第一病院 岩国市岩国1-20-49 0827-41-0019 内科

6 岩国市 脇本　真理 岩国みなみ病院 岩国南岩国町2-77-23 0827-32-4100 内科

7 岩国市 岩崎　皓一 岩崎内科医院 岩国市南岩国町1-30-13 0827-31-4815
内科・糖尿病代謝内科･循環器
科

8 岩国市 岩崎　　淳 岩崎内科医院 岩国市南岩国町1-30-13 0827-31-4815 内科

9 岩国市 大島　眞理 岩見内科医院 岩国市元町2-1-15 0827-21-0077 内科

10 岩国市 岩本　　浩 岩本医院 岩国市周東町下久原2480-1 0827-84-0011 内科

11 岩国市 松原　　宏 介護老人保健施設「あさぎりの郷」 岩国市錦町広瀬705 0827-71-1111 内科

12 岩国市 河郷　　忍 河郷診療所 岩国市周東町祖生5719-2 0827-85-0010 内科

13 岩国市 小林　元壯 小林クリニック 岩国市山手町1-11-23 0827-23-5884 呼吸器科･内科･外科

14 岩国市 近藤　栄作 近藤医院 岩国市美和町佐坂370-1 0827-95-0070 内科

15 岩国市 祖田由起子 そだクリニック 岩国市山手町1-2-6 0827-21-0100 外科・内科

16 岩国市 西岡　義幸 西岡医院 岩国市通津3715-2 0827-38-2220 内科

17 岩国市 藤本　啓志 藤本循環器科・内科 岩国市南岩国町4-57-27 0827-31-3377 循環器科・内科

18 岩国市 藤本　俊文 藤本循環器科・内科 岩国市南岩国町4-57-27 0827-31-3377 内科

19 岩国市 正木　康史 マサキ外科肛門科 岩国市麻里布町5-3-12 0827-22-0088 外科

20 岩国市 松原　　堅 松原クリニック 岩国市平田5-42-17 0827-31-5566 循環器科・内科

21 岩国市 三井　　清 三井内科医院 岩国市尾津町2-18-8 0827-31-0377 内科･循環器内科･心療内科

22 岩国市 吉居　俊朗 みどり病院 岩国市由宇町359-1 0827-63-0111 内科･放射線科

23 岩国市 立石　肇 山口平成病院 岩国市玖珂町11340 0827-82-6111 内科

24 岩国市 美野　眞悟 山口平成病院 岩国市玖珂町11340 0827-82-6111 内科

25 和木町 木村　俊之 木村医院 和木町和木3-1-12 0827-52-2302
内科・消化器科・循環器科・
小児科

26 和木町 木村　直躬 木村医院 和木町和木3-1-12 0827-52-2302
内科・消化器科・循環器科・
小児科

27 和木町 平野　雅俊 中村クリニック 和木町和木2-9-11 0827-53-8100 内科・糖尿病内科

28 柳井市 内海　敏雄 うつみ内科クリニック 柳井市南町4-2-14 0820-24-0100 内科・呼吸器内科

29 柳井市 織田　哲至 おりたクリニック 柳井市中央1-8-15 0820-22-3322
脳神経外科･神経内科･心療内
科

30 柳井市 林　　雅規 周東総合病院 柳井市古開作1000-1 0820-22-3456 外科

31 柳井市 濵田　敬史 浜田内科循環器科 柳井市新庄1529-1 0820-23-1137 内科・循環器内科

32 柳井市 前濱　修爾 政井医院 柳井市柳井5033-2 0820-22-1068 内科

33 柳井市 増本　茂樹 増本クリニック 柳井市天神18-9 0820-23-3121 精神科･心療内科･内科

34 柳井市 松井　則親 松井クリニック 柳井市南浜1-8-3 0820-24-5311 外科

35 周防大島町 岡原　仁志 おげんきクリニック 周防大島町小松558 0820-74-2490 外科･整形外科･消化器科
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36 周防大島町 岡本　　潔 介護老人保健施設さざなみ苑 周防大島町西安下庄3920-17 0820-77-1212 内科

37 周防大島町 川口　　寛 しまかぜ在宅支援診療所 周防大島町平野271-14 0820-78-2533 内科･小児科･脳神経外科

38 周防大島町 野村　壽和 野村医院 周防大島町横見693 0820-76-0017 内科

39 周防大島町 安本　忠道 安本医院 周防大島町土居922 0820-73-0822 外科

40 平生町 滿岡　　裕 みつおかクリニック 平生町佐賀2289-1 0820-58-5010 内科

41 下松市 阿部　政則 阿部クリニック 下松市河内1048-1 0833-47-0001
麻酔科・内科・外科・心療内
科

42 下松市 國井　達雄 岡藤内科医院 下松市西豊井字所田741-9 0833-44-1300 内科

43 下松市 岸田　健伸 岸田内科クリニック 下松市青柳1-2-1 0833-44-1171 内科･神経内科

44 下松市 和田　崇子 さんふらわあクリニック 下松市琴平町2-11-2 0833-44-5678 内科

45 下松市 重岡　秀信 しげおか医院 下松市大手町2-6-14 0833-41-1130 内科

46 下松市 岩本　　功 周南記念病院 下松市生野屋南1-10-1 0833-45-3330 内科

47 下松市 澤　　公成 周防医院 下松市中市2-10-8 0833-41-0519 内科

48 下松市 澤　　陽子 周防医院 下松市中市2-10-8 0833-41-0519 循環器内科

49 下松市 三尾母英幸 英クリニック 下松市大手町2-4-11 0833-41-7788 整形外科

50 下松市 岸本　千種 のぞみ医院 下松市望町1-9-10 0833-45-0550 精神科

51 下松市 野見山敬太 野見山内科医院 下松市美里町3-4-5 0833-41-2248 内科

52 下松市 宮本　正樹 みやもとクリニック 下松市河内2758-1 0833-45-0005 内科

53 光市 市川　　晃 市川医院 光市中央3-2-26 0833-72-5700 内科

54 光市 市川　淳二 市川医院 光市中央3-2-26 0833-72-5700 内科

55 光市 兼清　信介 兼清外科 光市浅江3-1-25 0833-71-0800
外科・内科･整形外科・消火器
外科･肛門外科

56 光市 兼清　照久 兼清外科 光市浅江3-1-25 0833-71-0800 外科・整形外科・内科

57 光市 河村　康明 河村循環器神経内科 光市三井6-18-1 0833-77-0606 内科

58 光市 河村　裕子 河村循環器神経内科 光市三井6-18-1 0833-77-0606 神経内科

59 光市 竹中　博昭 たけなか医院 光市室積中央町5-5 0833-78-0074 内科

60 光市 多田　良和 多田クリニック 光市島田1-1-21 0833-74-2960 内科

61 光市 田村　健司 田村医院 光市室積大町22-20 0833-79-1231 内科･循環器内科･小児科

62 光市 佃　　邦夫 佃医院 光市虹ヶ丘1-13-10 0833-71-0816 内科

63 光市 平岡　　博 平岡医院 光市室積松原4-7 0833-79-1500 内科

64 光市 廣田 　修 広田医院 光市中央2丁目15-1 0833-71-0225 小児科・内科・皮膚科

65 光市 光武　達夫 光武医院 光市小周防1633-1 0833-77-3800
胃腸科・外科・理学療法科・
麻酔科・皮膚科

66 光市 吉村　将之 吉村医院 光市島田2-4-33 0833-71-0111 内科

67 周南市 岩本　直樹 岩本医院 周南市須々万本郷356-3 0834-87-2525 脳神経外科・内科

68 周南市 宇野　愼一 宇野医院本院 周南市櫛ｹ浜501 0834-25-0075 内科

69 周南市 沼田　光生 海風診療所 周南市梅園町1-38 0834-33-0889 内科・脳外科

70 周南市 岡谷　泰治 おかたに医院 周南市緑町3-37 0834-21-6065 内科
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71 周南市 小野　　薫 おのクリニック 周南市大神3-12-1 0834-61-2300 内科

72 周南市 木村　征靖 きむらクリニック 周南市久米2829-14 0834-36-1717 内科

73 周南市 武居　篤史 岐陽内科 周南市栄町2-41-2 0834-21-0839 内科

74 周南市 武居　道彦 岐陽内科 周南市栄町2-41-2 0834-21-0839 内科

75 周南市 佐藤　信一 佐藤医院 周南市弥生町2-3 0834-21-3153 内科

76 周南市 上領　孝典 周南高原病院 周南市須々万本郷29-1 0834-88-0391 内科

77 周南市 藤井　康弘 新南陽市民病院 周南市宮の前2-3-15 0834-61-2500 脳外科

78 周南市 髙木　　昭 高木内科クリニック 周南市久米3198-6 0834-25-2678 内科･循環器科･呼吸器科

79 周南市 野間　光治 高取整形外科医院 周南市飯島町1-67 0834-31-0031 整形外科

80 周南市 髙橋　達雄 高橋内科 周南市緑町1-66 0834-31-6188 内科

81 周南市 田中　琢磨 田中医院 周南市下上2095-3 0834-62-4285 内科

82 周南市 津田　廣文 津田胃腸科内科医院 周南市城ｹ丘4-1-1 0834-28-3763 内科

83 周南市 竹内　　憲 竹内医院 周南市戸田2783 0834-83-2600 内科

84 周南市 中村　和行 徳山医師会病院 周南市東山町6-28 0834-31-2350 臨床検査科

85 周南市 石川　靖子 徳山クリニック 周南市栗屋839-1 0834-25-1136 内科

86 周南市 石川　良興 徳山クリニック 周南市栗屋839-1 0834-25-1136 内科

87 周南市 西村　敏郎 徳山ファーストクリニック 周南市平和通2-1 0834-27-1080 内科

88 周南市 後藤　　慶 トクヤマ診療所 周南市御影町1-1 0834-34-2356 内科

89 周南市 中原　　圓 中原医院 周南市青山町4-13 0834-21-1300 内科

90 周南市 板垣　明味 橋本医院 周南市大字久米3953-1 0834-25-0018 小児科・内科

91 周南市 藤本　康之 ふじもとメンタルクリニック 周南市有楽町23 0834-33-3111 精神科･心療内科

92 周南市 藤原　敬且 ふじわら医院 周南市大河内256-14 0833-91-7100 外科

93 周南市 尾都野　一刀 まさこメディカルクリニック 周南市新町1-52 0834-21-0609 内科・脳神経内科

94 周南市 尾都野　信子 まさこメディカルクリニック 周南市新町1-52 0834-21-0609 内科

95 周南市 三好弥寿彦 三好内科クリニック 周南市川手1-6-6 0834-64-2222 内科･消化器科

96 周南市 山下　武右 山下内科小児科医院 周南市川端町2-7 0834-31-7333 内科･小児科

97 周南市 尹　　英植 ゆん脳神経外科クリニック 周南市二番町1-4-3 0834-33-8009 脳神経外科

98 山口市 青山　榮 青山消化器内科 山口市吉敷佐畑2-3-1 083-923-1577
内科・消化器内科・循環器内
科

99 山口市 三好　正規 阿知須共立病院 山口市阿知須4841-1 0836-65-2200 内科

100 山口市 西田　一也 阿知須同仁病院 山口市阿知須4241-4 0836-65-5555 外科

101 山口市 安藤愼太郎 安藤内科医院 山口市仁保中郷700 083-929-0026 内科

102 山口市 阿武　義人 あんの循環器内科 山口市吉敷中東1-1-1 083-924-1151 内科･循環器内科

103 山口市 木藤　朋子 いちょうの木クリニック 山口市小郡船倉町1-13 083-976-8331 内科

104 山口市 木藤　秀章 いちょうの木クリニック 山口市小郡船倉町1-13 083-976-8331 内科

105 山口市 吉兼　隆大 おおどの診療所 山口市石観音町4-4 083-922-0299 内科･消火器内科
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106 山口市 丘　　茂樹 丘病院 山口市中河原町2-14 083-925-1100 整形外科

107 山口市 岡村　　均 おかむら医院 山口市小郡下郷2193-2 083-973-2053 内科

108 山口市 重本　和弘 おさばファミリークリニック 山口市下小鯖1331-7 083-941-0389 内科・外科

109 山口市 小川　清吾 小川整形外科 山口市嘉川5033-1 083-988-1010 整形外科

110 山口市 嘉村　哲郎 かむらクリニック 山口市小郡下郷307-2 083-972-2513 外科

111 山口市 亀田　美久 亀田医院 山口市徳地堀1746 0835-52-1355 内科・外科・整形外科

112 山口市 金谷浩一郎 かめやまクリニック 山口市亀山町5-8 083-901-5550 耳鼻咽喉科

113 山口市 大賀　哲夫 吉南病院 山口市鋳銭司3381 083-986-2111 精神科･神経科

114 山口市 倉田　一夫 くらたクリニック 山口市黒川771-11 083-921-6220 内科

115 山口市 神徳　翁甫 神徳内科 山口市下市町11-5 083-924-3780 内科

116 山口市 神德　済 神徳内科 山口市下市町11-5 083-924-3780 内科･呼吸器内科

117 山口市 佐々木映子 ササキクリニック 山口市泉都町1-6 083-922-3237 皮膚科

118 山口市 福田　重年 三の宮ふくだクリニック 山口市三の宮1-2-37　ｱｾﾝﾄⅢ1F 083-901-2525
外科・内科・乳腺外科・麻酔
科

119 山口市 末永　和之 すえなが内科在宅診療所 山口市鰐石町1-12 083-902-5300 内科･緩和ｹｱ内科

120 山口市 作村　俊浩 大正通りクリニック 山口市小郡下郷1276 083-902-2037 内科・循環器内科・腎臓内科

121 山口市 田中　慎也 田中内科 山口市小郡下郷2278-4 083-972-2325 内科

122 山口市 種窪　　康 たねくぼ整形外科クリニック 山口市幸町3-23 083-934-7110 整形外科

123 山口市 田村　博子 田村医院 山口市葵1-4-73 083-922-7527 内科

124 山口市 田村　正枝 たむら医院 山口市江崎2475-2 083-989-4480 内科

125 山口市 田村　　朗 たむら内科医院 山口市大内長野805-5 083-941-0167 内科

126 山口市 豊田耕一郎 とよた整形外科クリニック 山口市大内千坊4-15-23 083-929-3315 整形外科

127 山口市 成重　隆博 なりしげ循環器内科 山口市矢原1181-3 083-933-0600 内科

128 山口市 今村　孝子 仁保病院 山口市仁保下郷1915-1 083-941-5555 内科

129 山口市 林　　大資 林外科医院 山口市道場門前2-2-31 083-922-0139 外科

130 山口市 田邉　　亮 林病院 山口市小郡下郷751-4 083-972-0411 内科

131 山口市 三隅　俊吾 林病院 山口市小郡下郷751-4 083-972-0411 内科･神経内科

132 山口市 原田　　元 原田内科胃腸科医院 山口市桜畠2-6-8 083-923-2344 内科･小児科･放射線科

133 山口市 淵上　泰敬 淵上整形外科 山口市大内御堀5-8-12 083-922-6644 整形外科

134 山口市 三隅　弘三 みすみクリニック 山口市小郡下郷2250-2 083-972-1003
外科･内科･整形外科･リハビリ
テーション科

135 山口市 北嶋　繁孝 光山医院山口 山口市矢原町7-18 083-933-1200 内科

136 山口市 赤川　治夫 宮野クリニック 山口市宮野上2393-7 083-932-3233 内科

137 山口市 赤川　晴美 宮野クリニック 山口市宮野上2393-7 083-932-3233 内科

138 山口市 田村　周 山口嘉川クリニック 山口市嘉川1360-3 083-988-0788 内科

139 山口市 佐々木　敏行 済生会湯田温泉病院 山口市朝倉町4-55 083-932-3311 内科

140 山口市 都野　公一 済生会湯田温泉病院 山口市朝倉町4-55 083-932-3311 内科
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141 山口市 中村　　洋 済生会湯田温泉病院 山口市朝倉町4-55 083-932-3311 内科・放射線科

142 山口市 吉金　秀樹 よしかね循環器内科 山口市小郡下郷2221-12 083-973-8181 内科･循環器科

143 山口市 吉武　裕明 吉武医院 山口市秋穂東6292 083-984-2330 外科

144 山口市 吉松　健夫 よしまつ医院 山口市秋穂二島5789-1 083-987-1777 内科

145 山口市 萬　忠雄 よろず循環器内科 山口市糸米1-2-13 083-901-0101 循環器科・呼吸器科

146 防府市 打道　昭彦 うちみち脳神経クリニック 防府市石が口2-2-38 0835-27-5880 脳神経外科

147 防府市 木村皇太郎 木村整形外科 防府市岸津1-20-20 0835-38-1181 整形外科

148 防府市 松村　康博 甲嶋内科 防府市戎町2-5-30 0835-23-8121 内科

149 防府市 清水　　暢 しみず医院 防府市栄町1-9-3 0835-38-8883 外科･胃腸科･肛門内科

150 防府市 杉山　知行 杉山内科小児科医院 防府市佐波1-3-10 0835-23-7104 内科

151 防府市 谷川　浩一 たにがわ医院 防府市上天神町3-11 0835-22-6210 内科･胃腸科

152 防府市 日吉　正明 ひよしクリニック 防府市鋳物師町11-8 0835-27-3387 耳鼻咽喉科・アレルギー科

153 防府市 深野　浩一 深野医院 防府市岩畠1-22-1 0835-21-1919 内科

154 防府市 深野　浩史 深野医院 防府市岩畠1-22-1 0835-21-1919 内科

155 防府市 舩津　春美 舩津医院 防府市戎町2-8-12 0835-22-1308 内科・整形外科

156 防府市 松本　　正 松本クリニック 防府市国衙4-6-20 0835-25-2522 外科･胃腸科･内科･肛門科

157 防府市 豊田　秀二 三田尻病院 防府市お茶屋町3-27 0835-22-1110 外科

158 防府市 三好　　明 三好クリニック 防府市東三田尻1-3-13 0835-25-1020 精神科

159 防府市 御江慎一郎 森下外科･整形外科医院 防府市中西2-3 0835-24-0500 外科･整形外科･消化器科

160 防府市 岡　 紳爾 山口県立総合医療センター 防府市大崎10076 0835-22-4411 総合内科

161 防府市 武藤　正彦 山口県立総合医療センター 防府市大崎10077 0835-22-4411 皮膚科

162 防府市 井上　博文 山口博愛病院 防府市お茶屋町2-12 0835-22-2310 内科

163 防府市 苅田　幹夫 山口博愛病院 防府市お茶屋町2-12 0835-22-2310 内科･消化器内科

164 宇部市 白藤　雄五 宇部協立病院 宇部市五十目山町16-23 0836-33-6111
内科・リハビリテーション
科・総合診療科

165 宇部市 山本　浩造 小沢内科医院 宇部市琴芝町1丁目4-31 0836-22-1515 内科・循環器科・呼吸器科

166 宇部市 奥田　史雄 オクダ内科循環器科 宇部市厚南中央1-2-66 0836-44-4970 内科・循環器科

167 宇部市 尾崎　正治 尾崎循環器内科 宇部市西岐波4695-1 0836-51-4970 内科・循環器内科

168 宇部市 尾中　宇蘭 尾中病院 宇部市常盤町2-4-5 0836-31-2133 内科

169 宇部市 畠中　雅生 きわなみ内科クリニック 宇部市西宇部南3-2-15 0836-41-1114 内科

170 宇部市 黒川　　泰 くろかわクリニック 宇部市亀浦1-2-22 0836-37-2255 脳神経外科

171 宇部市 名尾　朋子 ころ吉訪問診療クリニック 宇部市ひらき台1-16-6 0836-39-6755 内科

172 宇部市 品川　秀敬 しながわクリニック 宇部市東琴芝1-5-14 0836-35-3200
外科･内科･リハビリテーショ
ン科

173 宇部市 馬場　洋明 生協上宇部クリニック 宇部市海南町2-25 0836-33-3395 内科

174 宇部市 秋村　龍夫 セントヒル病院 宇部市今村北3-7-18 0836-51-5111 脳神経外科

175 宇部市 田尾　　健 たお内科クリニック 宇部市島2-4-11 0836-37-3310 内科
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176 宇部市 土屋　　香 土屋医院 宇部市上町2-3-11 0836-33-8116 神経内科

177 宇部市 土屋　　智 土屋医院 宇部市上町2-3-11 0836-33-8116 精神神経科

178 宇部市 若松　隆史 ときわクリニック 宇部市西岐波4739-2 0836-51-3321 外科・内科・整形外科

179 宇部市 小早川　節 波乗りクリニック 宇部市東岐波丸尾4327-8 0836-59-1173 内科･心療内科

180 宇部市 西村　光平 西村外科医院 宇部市妻崎開作812-1 0836-41-5010 外科･胃腸科

181 宇部市 西村　滋生 にしむら内科クリニック 宇部市山門4-1-27 0836-35-0099 内科

182 宇部市 西村　　学 ニシムラ内科 宇部市東岐波2151-2 0836-59-2466 内科

183 宇部市 山本　浩二 ひらき内科 宇部市開1-3-3 0836-22-8808 内科・神経内科

184 宇部市 藤野　　隆 藤野内科 宇部市寿町1-3-33 0836-32-1521 内科・循環器科・呼吸器科

185 宇部市 藤本　定一 藤本内科･脳神経内科 宇部市則貞5-5-7 0836-29-1128 脳神経内科

186 宇部市 砂田　和彦 扶老会病院 宇部市船木833 0836-67-1167 内科

187 宇部市 山本　一嗣 ペインクリニック山本医院 宇部市東須恵2297-1 0836-44-1388 麻酔科･ペインクリニック科

188 宇部市 三井　俊明 三井外科医院 宇部市昭和町4-4-16 0836-21-5111 外科･胃腸科･内科

189 宇部市 矢野　忠生 矢野外科医院 宇部市鍋倉町6-45 0836-22-1001
外科・胃腸科・肛門科・放射
線科・リハビリテーション
科・麻酔科

190 宇部市 青島　真由 山口県立こころの医療センター 宇部市東岐波4004-2 0836-58-2370 精神科

191 宇部市 山中　菜々美 山口大学医学部附属病院 宇部市南小串1-1-1　 0836-22-2719 脳神経内科

192 宇部市 綿田　敏孝 わただ内科 宇部市寿町2-12-7 0836-34-2611 内科

193 宇部市 渡邊　俊介 わたなべクリニック 宇部市西小串6-5-50 0836-39-7706 精神科･心療内科

194 美祢市 河野　佳宣 田代台病院 美祢市美東町真名2941 08396-5-0301 精神科

195 美祢市 兼定　博彦 ともの園クリニック 美祢市於福町下3360 0837-56-5000
内科・外科・リハビリテー
ション科

196 美祢市 原田　菊夫 原田外科医院 美祢市大嶺町東分322-1 0837-52-0756 外科･内科

197 美祢市 藤村　　寛 藤村内科クリニック 美祢市大嶺町東分前川290-1 0837-54-1420
内科・消火器内科・循環器内
科・呼吸器内科

198 美祢市 横山　幸代 三澤医院 美祢市西厚保町本郷412 0837-58-0011 内科・小児科

199 美祢市 村上　泰昭 美東病院 美祢市美東町大田3800 08396-2-0515 内科

200 美祢市 松永登喜雄 美祢市立病院 美祢市大嶺町東分1313-1 0837-52-1700 脳神経外科

201 美祢市 吉崎　美樹 吉崎内科医院 美祢市美東町大田5457-3 08396-2-5066 内科

202 山陽小野田市 井上　昌光 いのうえ内科医院 山陽小野田市須恵1-4-10 0836-81-1158 内科

203 山陽小野田市 萩田　勝彦 小野田赤十字病院 山陽小野田市小野田3700 0836-88-0221 眼科

204 山陽小野田市 河野　道生 河野内科 山陽小野田市厚狭680-23 0836-71-0009 内科

205 山陽小野田市 河村　　奨 かわむら内科 山陽小野田市郡土井ノ内3211-1 0836-78-1433 内科

206 山陽小野田市 白澤　宏幸 しらさわ内科クリニック 山陽小野田市北竜王町10-10 0836-81-2600 内科･消火器内科･放射線科

207 山陽小野田市 瀧原　博史 山陽小野田市民病院 山陽小野田市東高泊1863-1 0836-83-2355 泌尿器科

208 山陽小野田市 瀬戸信一朗 瀬戸病院 山陽小野田市稲荷町11-20 0836-83-2292 整形外科

209 山陽小野田市 瀬戸　信夫 瀬戸病院 山陽小野田市稲荷町11-20 0836-83-2292 整形外科

210 山陽小野田市 田原　哲也 田原耳鼻咽喉科医院 山陽小野田市住吉本町1-5-27 0836-83-3428 耳鼻咽喉科
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211 山陽小野田市 民谷　正彰 たみたに内科循環器科 山陽小野田市鴨庄11-3 0836-72-4970 内科

212 山陽小野田市 中村　克衛 中村内科胃腸科医院 山陽小野田市日の出4-5-6 0836-84-3131 内科

213 山陽小野田市 藤村　嘉彦 中村内科胃腸科医院 山陽小野田市日の出4-5-6 0836-84-3131 内科･外科・循環器科

214 山陽小野田市 西村　公一 西村内科医院 山陽小野田市西高泊586-1 0836-84-6080 内科

215 山陽小野田市 原田　幹彦 はらだクリニック 山陽小野田市大字津布田2506-1 0836-76-3121
内科・外科・リハビリテー
ション科

216 山陽小野田市 播磨　一雄 はりま内科胃腸科 山陽小野田市目出7036-1 0836-83-2425 内科

217 山陽小野田市 村重　武美 村重医院 山陽小野田市須恵1-12-10 0836-83-3706 脳神経内科

218 山陽小野田市 森田　純一 森田病院 山陽小野田市赤崎2-10-1 0836-88-0137 内科

219 山陽小野田市 吉武　和夫 吉武医院 山陽小野田市厚狭沖田27-1 0836-72-1110 内科

220 山陽小野田市 𠮷武　正男 𠮷武内科クリニック 山陽小野田市厚狭1040-1 0836-73-0095
内科・消化器科・小児科・リ
ハビリテーション科

221 山陽小野田市 吉中　博志 吉中内科医院 山陽小野田市住吉本町1-3-17 0836-84-5177
内科・胃腸内科・呼吸器内
科・循環器内科

222 下関市 飴山　　晶 あめやまクリニック 下関市菊川町田部1148-5 083-288-1000
外科･内科･麻酔科･リハビリ
テーション科

223 下関市 伊藤　真一 いとう腎クリニック 下関市山の田本町6-6 083-253-0211 内科

224 下関市 伊藤　　裕 いとう整形外科 下関市新椋野3-1-7 083-242-4114 整形外科

225 下関市 上野　雄史 上野医院 下関市秋根西町1-7-26 083-256-0200 脳神経外科

226 下関市 水内　知子 牛尾医院亀の甲クリニック 下関市長府亀の甲1-2-1 083-245-2151 内科

227 下関市 岡　　文佳 岡病院 下関市小月本町2-15-20 083-282-0070 内科

228 下関市 岡　　保人 岡病院 下関市小月本町2-15-20 083-282-0070 外科･内科

229 下関市 山下　裕人 介護老人保健施設　葵の園・下関 下関市山の田東町4-20 083-252-2172

230 下関市 脇坂　愛次郎 介護老人保健施設　葵の園・下関 下関市山の田東町4-20 083-252-2172

231 下関市 佐栁　　進 勝山クリニック 下関市田倉221-11 083-256-8866 内科

232 下関市 木本　和之 木本クリニック 下関市豊北町阿川3796-1 083-786-2626 内科

233 下関市 國信　卓己 くにのぶ内科循環器内科 下関市新垢田南町1-13-23 083-251-0092 内科

234 下関市 黒川　雅史 黒川内科クリニック 下関市吉見本町1-1-22 083-286-2057 内科

235 下関市 川内　義人 光風園病院 下関市長府才川2-21-2 083-248-0254 リハビリテーション科

236 下関市 椎木　利彦 光風園病院 下関市長府才川2-21-2 083-248-0254 内科

237 下関市 藤田　博司 光風園病院 下関市長府才川2-21-2 083-248-0254 内科

238 下関市 後藤　順次 ごとう内科呼吸器科クリニック 下関市秋根南町1-5-28 083-263-3120 内科･呼吸器科

239 下関市 中村　隆治 下関市立市民病院 下関市向洋町1-13-1 083-231-4111 脳神経外科

240 下関市 城野　憲史 じょうのクリニック 下関市豊浦町宇賀7444-2 083-776-5151
内科･外科･リハビリテーショ
ン科

241 下関市 新村　和典 しんむら医院 下関市豊浦町小串194-3 083-774-3535 内科

242 下関市 髙尾康一郎 たかおクリニック 下関市小月市原町1-3 083-282-8040 内科

243 下関市 時澤　郁夫 武久病院 下関市武久町2-53-8 083-252-2124 内科

244 下関市 千葉　武彦 千葉クリニック 下関市豊田町中村字古市6-1 083-766-0501
内科･外科･肛門科･麻酔科・胃
腸科･循環器科

245 下関市 金原　輝史 長府心臓内科 下関市長府東侍町4-48 083-245-2919 循環器内科･内科
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246 下関市 長岡　　榮 長岡内科･画像診断クリニック 下関市田中町1-13 083-223-5050 内科

247 下関市 永山　和彦 永山医院 下関市豊浦町川棚石橋6920-1 083-774-3567 内科･循環器科･耳鼻科

248 下関市 入江　和彦 なごみクリニック 下関市菊川町田部1202-1 083-288-0307 内科

249 下関市 西川　英一 西川内科クリニック 下関市上田中町6-1-17 083-222-7600 内科

250 下関市 野村　茂治 野村整形外科 下関市綾羅木本町4-8-1 083-253-6868 整形外科

251 下関市 林田　英嗣 林田クリニック 下関市上田中町1-18-20 083-235-4100 泌尿器科

252 下関市 播磨　健三 はりま内科胃腸科医院 下関市長府中六波町14-12 083-245-1118 内科

253 下関市 櫃本　孝志 ひつもと内科循環器科医院 下関市竹崎町2-7-7 083-223-0657 内科

254 下関市 弘山　直滋 ひろやま内科 下関市山の田本町1-1 083-254-2202 内科

255 下関市 藤本　繁樹 藤本医院 下関市豊浦町川棚6923-1 083-772-3333 外科・内科・胃腸内科

256 下関市 帆足　誠司 帆足医院 下関市上田中町2-21-2 083-222-0808 内科

257 下関市 桃崎　和也 桃崎病院 下関市田中町1-10 083-232-2533 総合診療科

258 下関市 山﨑　和夫 やまさきファミリークリニック 下関市新垢田東町2-2-16 083-252-7227 内科

259 下関市 𠮷利　用和 𠮷利医院 下関市後田町1-8-17 083-222-1039 内科

260 下関市 𠮷水　一郎 𠮷水内科 下関市上新地町1-5-2 083-232-8600 内科

261 下関市 𠮷水　卓見 𠮷水内科 下関市上新地町1-5-2 083-232-8600 内科

262 下関市 赤星　德行 よしみず病院 下関市後田町1-1-1 083-231-3888 外科

263 下関市 吉村　潤子 吉村内科 下関市彦島江の浦町1-7-6 083-267-2681 内科

264 下関市 吉本　正博 吉本医院 下関市向洋町3-12-14 083-222-9390 内科

265 長門市 國司　幸生 國司眼科医院 長門市東深川890-42 0837-22-2749 眼科

266 長門市 齋木　泰彦 斎木病院 長門市東深川西新開134 0837-26-1211 内科

267 長門市 斉藤　　弘 斉藤医院 長門市深川湯本142-1 0837-22-0826 整形外科･内科

268 長門市 池田　賢作 三隅病院 長門市三隅中3242 0837-43-0711 精神科

269 萩市 兼田健一郎 兼田医院 萩市吉田町1 0838-22-1113
内科･外科･消火器内科・肛門
外科

270 萩市 河井　裕幸 河井クリニック 萩市大字土原445 0838-24-3113 精神科・心療内科

271 萩市 川上　俊文 かわかみ整形リハビリテーションクリニック 萩市椿東2863-7 0838-21-7538 整形外科

272 萩市 河野　通裕 河野医院 萩市大井1723-1 0838-28-0321 内科･循環器科･呼吸器科

273 萩市 篠田　陽健 田町診療所 萩市東田町22-8 0838-24-1234 整形外科

274 萩市 安藤　静一郎 都志見病院 萩市江向413-1 0838-22-2811 外科

275 萩市 中嶋　　薫 中嶋クリニック 萩市今古萩町15-5 0838-22-2206 内科

276 萩市 前川　恭子 萩市国民健康保険むつみ診療所 萩市吉部上3174-2 08388-6-0149 内科

277 萩市 勝部　聡太 萩市国民健康保険見島診療所 萩市見島35-2 0838-23-3324 内科

278 萩市 宮内　嘉明 みやうち内科消化器科クリニック 萩市椿2788-1 0838-25-2500 内科

279 萩市 売豆紀雅昭 めづき医院 萩市土原370-1 0838-22-2248 外科

280 萩市 山本　貞壽 山本内科胃腸科 萩市大字椿東4162 0838-26-0077 内科
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281 萩市 綿貫　篤志 わたぬきクリニック 萩市東浜崎町53 0838-25-2020 内科

（単位：人）

岩国 柳井 周南 山口・防府 宇部・小野田 下関 長門 萩 計

27 13 57 66 58 43 4 13 281

（参考）圏域別登録数
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