
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 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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
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36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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
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