
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 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

2 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

3 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

4 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

5 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

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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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
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36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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
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