
登録医一覧　（各地区内五十音順） 平成31年2月20現在

１．呉市　中央地区

医療機関名 代表者名 標榜科 所在地 電話番号

大本整形外科 大　本　秀　行 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市中央6-5-2 0823-24-3331

大矢整形外科病院 大　矢　宏　典 整形外科 呉市中央4-4-5 0823-21-2507

大矢整形外科病院 金　子　真　也 整形外科 呉市中央4-4-5 0823-21-2507

おかもと小児科クリニック 岡　本　　　蔵 小児科
呉市中央１丁目2-3（ﾆｯｾｲ呉
ｼﾃｨﾋﾞﾙ3F)

0823-20-6161

呉中央クリニック整形外科 湯 川　 岳 夫 整形外科 呉市中央1-5-21 0823-32-0011

高森歯科医院 高　森　　　晃 一般歯科 呉市中央3-11-12 0823-21-7319

たざわ歯科医院 田　澤　孝　敏 歯科、小児歯科、口腔外科 呉市中央5-2-3 0823-21-6580

田中産婦人科クリニック 田　中　文　男 産科、婦人科 呉市中央1-5-28 0823-22-1321

富永内科 富　永　毅　彦 内科、循環器科 呉市中央3-1-9 0823-22-1505

邦友クリニック 屋　敷　建　夫 耳鼻咽喉科 呉市中央1-4-2 0823-23-2111

前田病院 前　田　正　博
内科、呼吸器科、消化器科、循環器
科、神経科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ科、放射線科 呉市中央2-6-20 0823-25-2600

前田病院 今　中　文　雄
内科、呼吸器科、消化器科、循環器
科、神経科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ科、放射線科 呉市中央2-6-20 0823-25-2600

渡部耳鼻咽喉科医院 渡　部　直　樹
耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食
道科 呉市中央2-5-33 0823-24-8733

２．呉市　西中央・宝町地区

笠岡レディースクリニック 笠　岡　永　光 産婦人科 呉市西中央1-3-10-5Ｆ 0823-23-2828

香川矯正歯科クリニック 香  川　国  和 矯正歯科
呉市西中央1-5-7 ｴｽｹｲﾋﾞﾙ
６Ｆ

0823-25-7890

呉整形外科クリニック 長　尾　　　彰
整形外科、内科、リウマチ科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科 呉市宝町2-50レクレ4Ｆ 0823-32-6611

下原循環器内科クリニック 下　原　康　彰 循環器内科、内科 呉市西中央1-3-10 0823-32-5220

せとうみ歯科医院 足　利　　　新 歯科・矯正歯科・小児歯科 呉市宝町2番23-1-304 0823-43-1700

松本歯科医院 松　本　健　司
歯科・歯科口腔外科・矯正歯科・
小児歯科

呉市宝町1-16ステーションプ
ラザ呉クレスト3F

0823-25-0303

３．呉市　東中央・片山・東畑地区

圓石放射線科・内科・胃腸科医院 圓　石　正　武
放射線科・内科・胃腸科・リハビリテー
ション科 呉市郷町5-12 0823-21-2397

日下耳鼻咽喉科医院 日　下　和　彦 耳鼻咽喉科、アレルギー科 呉市東片山町10-18 0823-21-0128

サン・クリニック 花　栗　勝　郎 内科、放射線科
呉市朝日町1ｰ8　花栗ビル１
F

0823-32-1515

谷口クリニック 谷　口　正　彦
外科、整形外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科 呉市東中央2丁目8-18 0823-23-5111

豊田内科胃腸科 豊　田　秀　三
内科、胃腸科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科 呉市伏原１-8-13 0823-21-0333

中島内科 中　嶋　伸一郎 内科、消化器科、循環器科 呉市西畑町17-4 0823-22-0062

西田外科クリニック 西　田　勝　實 外科、整形外科、内科 呉市西畑町18-6 0823-21-3151

姫野内科医院 姫　野　泰　雄 内科、消化器科、循環器科 呉市東中央4丁目5-25 0823-22-3355



宮岡胃腸科内科医院 宮　岡　孝　幸 胃腸科、内科 呉市東中央1-5-7 0823-25-3666

宮原内科医院 宮　原　　　潔
一般内科、循環内科器科、消化器内
科 呉市東中央1丁目3-22 0823-21-6365

三好内科胃腸科 三　好　栄　司 内科・胃腸科 呉市東中央２丁目1-7 0823-23-3311

山尾医院 西垣内　啓　二 内科 呉市東畑町1丁目1-22 0823-22-2719

渡辺小児科循環器科クリニック 渡　辺　弘　司 小児科、循環器科 呉市東中央2-5-22 0823-21-8005

４．呉市　中通り地区

いとう腎・泌尿器科クリニック 伊　藤　誠　一 泌尿器科、内科
呉市中通２丁目1-26呉中通
ビル4F

0823-32-7045

岡田歯科医院 岡   田　    亮 歯科 呉市中通２丁目1-21 0823-23-1353

木下内科医院 木　下　日出男 内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科 呉市中通3-2-14 0823-25-1181

灘田歯科医院 灘　田　義　弘 歯科 呉市中通3-3-27 0823-21-2438

藤原脳神経外科クリニック 藤　原　　　敬
脳神経外科、神経内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科 呉市中通2-1-24 0823-32-2515

舟橋産婦人科 舟　橋　鋭　徳 産科・婦人科 呉市中通２丁目2-9 0823-22-2784

産婦人科小児科　松田医院 松　　田　修典 産婦人科、小児科 呉市中通2-4-11 0823-22-2253

マッターホルンリハビリテーション病院 白　川　泰　山
整形外科・リハビリテーション科・リウ
マチ科 呉市中通1丁目5-25 0823-22-6868

５．呉市　本通り地区

大原内科循環器科 大　原　伸　二 内科、循環器科、呼吸器科 呉市本通２丁目6-7 0823-21-7600

己斐歯科医院 己   斐　    守 一般歯科、矯正歯科 呉市本通１丁目8-14 0823-25-7532

佐伯歯科医院 佐  伯　 正 治 歯科 呉市本通１丁目5-12 0823-21-5937

第二沖山歯科医院 沖　山　誠　司 一般歯科、小児歯科 呉市本通6-7-3-101 0823-26-6755

高橋内科クリニック 高　橋　　　誠
内科、胃腸科、循環器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科

呉市本通4丁目9-5　呉本通
ﾋﾞﾙ７F

0823-22-6881

手島医院 手　島　泰　晴 内科、小児科、放射線科 呉市本通5丁目1-24 0823-21-2967

手島医院 南　   順    一 内科、小児科、放射線科 呉市本通5丁目1-24 0823-21-2967

寺岡内科･呼吸器科 寺　岡　正　悟
内科、呼吸器科、アレルギー科、小児
科 呉市本通5-6-12 0823-21-4666

仁和堂医院 柳　原　健　志 皮膚科 呉市本通6-2-18 0823-21-5430

福原内科クリニック 福　原　弘　文 内科・呼吸器科 呉市本通7丁目1-20 0823-25-5600

正岡クリニック 正　岡　良　之 外科 呉市本通1丁目5-14 0823-21-1801

松本内科医院 松　本　敏　昭 内科 呉市本通5丁目5-9 0823-21-7170

村田内科クリニック 村　田　道　夫 内科 呉市本通7丁目14-3 0823-20-0122

６．呉市　本町・和庄地区

かわの内科胃腸科 河　野　政　典 内科、胃腸科、消化器科、循環器科 呉市本町4-2 0823-25-1411

佐々木内科・呼吸器科クリニック 佐々木　英　夫 内科、呼吸器科 呉市本町4-1 0823-21-7373

よつばクリニック 　　平　賀　　　亮 内科 呉市和庄登町13-3 0823-25-8001



真鍋外科整形外科 真　鍋　欣　良 外科、胃腸科 呉市本町9-16 0823-21-2853

真鍋外科整形外科 住　田　佳　樹
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、リウマチ
科 呉市本町9-16 0823-21-2853

７．呉市　三条・海岸通り地区

かたぎりこども診療所 片　桐　庸　雄 小児科 呉市海岸2-2-9 0823-21-3949

岸槌醫院 岸　槌　健太郎 内科 呉市海岸2-16-12 0823-21-7627

木村胃腸科病院 木　村　文　聰 内科・消化器科・放射線科 呉市三条３丁目5-22 0823-22-2306

久保内科医院 稲　水　真理子 内科 呉市海岸1-4-7 0823-21-0438

久保外科医院 久　保　雄　治 外科、胃腸科、整形外科 呉市海岸1-3-4 0823-21-0271

佐藤病院 佐　藤　隆　三 内科 呉市三条3丁目-4-25 0823-24-6654

たかき内科 高　木　俊　作 内科 呉市三条4丁目8-1 0823-21-2249

髙木医院 髙　木　俊　雄 小児科、内科 呉市三条1丁目9-7 0823-21-7781

竹広医院 竹　広　茂　子 小児科、内科 呉市両城1丁目3-19 0823-21-4479

古屋内科クリニック 古　屋　和　博 内科、循環器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市三条2丁目12-6 0823-22-7577

ふくなが歯科クリニック 福　永　　　誠 歯科 呉市三条1-5-16 0823-21-7759

８．呉市　吉浦・天応地区

大下クリニック 大　下　智　彦
内科、小児科、外科、整形外科、放射
線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市天応南町11-1 0823-38-7750

真田内科消化器科クリニック 真　田　泰　興 内科、消化器内科 呉市吉浦東本町1-7-21 0823-31-7447

隅岡内科医院 隅　岡　正　春 内科、胃腸科、循環器科 呉市吉浦中町2-6-35 0823-31-1252

谷本医院 谷　本　光　生 内科 呉市吉浦宮花町7-115 0823-31-1123

原医院 原　　　　　豊 内科、循環器科、小児科 呉市吉浦東本町1丁目7-4 0823-31-0797

前田小児科内科医院 前　田　　　中 小児科、内科 呉市天応塩谷町1-26 0823-38-7567

むらかみ歯科医院 村　上　弘　芳 歯科 呉市吉浦中町1-12-14 0823-31-1212 

門田医院 門　田　顕　治 婦人科、眼科 呉市吉浦東本町1-11-6 0823-31-7288

９．呉市　宮原・警固屋地区

かじまクリニック 梶　間　敏　男 内科、放射線科、神経内科 呉市宮原２丁目6-6 0823-69-0090

久保整形外科内科 久　保　　　勉 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市警固屋4-2-28 0823-28-0158

久保整形外科内科 久　保　　　恵 内科、胃腸科 呉市警固屋4-2-28 0823-28-0158

城本内科医院 城　本　正　義 内科 呉市警固屋5丁目4-14 0823-28-0449 

高橋医院 髙　橋　寛　次 内科、呼吸器科、循環器科、胃腸科 呉市宮原3-9-1 0823-21-5620

田中医院 田　中　圭　一 内科、小児科 呉市宮原5丁目2-6 0823-25-1122

堀田医院 井　川　裕美子 小児科、内科、泌尿器科 呉市宮原6丁目3-11 0823-25-2211

宮原通りクリニック 稲　葉　義　郎 内科、胃腸科 呉市宮原11丁目3-14 0823-20-0777



森外科整形外科 森　　　　　洋
外科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、胃
腸科 呉市宮原2丁目1-4 0823-25-7600

１０．呉市　焼山地区

荒谷医院 荒　谷　清　司 内科、外科 呉市焼山西2-1-35 0823-34-3377

おかもと歯科医院 岡　本　直　治
歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯
正歯科 呉市押込4-28-2 0823-33-7100

木岡産婦人科きおか皮ふ科クリニック 木　岡　寛　雅 産婦人科 呉市焼山中央2-5-7-2F 0823-30-5711

木岡産婦人科きおか皮ふ科クリニック 木　岡　光　恵 皮膚科 呉市焼山中央2-5-7-2F 0823-30-5712

日下医院 日　下　美　穂 内科、循環器科 呉市焼山中央１丁目2-25 0823-33-1171

クレア焼山クリニック 桐　林　　　慶 内科 呉市神山3-3-3 0823-34-5366

こたち胃腸科内科医院 小　刀　武　幸 胃腸科、内科 呉市焼山中央１丁目15-25 0823-33-0292

耳鼻咽喉科ササキクリニック 佐々木　　　尚 耳鼻咽喉科 呉市焼山中央１丁目13-13 0823-33-8733

里見歯科医院 里　見　俊　文 歯科、小児歯科 呉市焼山中央2-9-12 0823-34-5600

菅田内科医院 菅　田　耕　一 内科 呉市焼山桜ヶ丘3丁目3-25 0823-33-0313

呉やけやま病院 安    部　    徹 精神科 呉市焼山南1-8-23 0823-33-0511

たかた小児科 高　田　和　夫 小児科 呉市焼山北3丁目5-14 0823-34-0823

浜田内科泌尿器科 濱　田　金三郎 内科、泌尿器科 呉市焼山本庄4-8-16 0823-33-6611

藤井内科小児科 藤　井　信　之 内科、小児科 呉市焼山中央2丁目1-15 0823-34-0707

松田脳神経外科 松　田　保　宏 脳神経外科、神経内科、放射線科 呉市焼山中央1丁目2-16 0823-30-5161

森岡整形外科 森　岡　大三郎 整形外科 呉市焼山中央2丁目9-37 0823-34-1800

もりざね歯科医院 盛　実　俊　也
歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科
口腔外科

呉市焼山此原町4-2 0823-33-3383

焼山中央内科クリニック 清　水　　　泉 内科、胃腸科、循環器科 呉市焼山中央2-5-7-1Ｆ 0823-34-2511

脇田医院 脇　田　　　匡 整形外科、内科、外科 呉市焼山中央2丁目1-1 0823-33-0018

わたなべクリニック 渡　邊　哲　彦 内科、消化器科、循環器科、小児科 呉市焼山中央2丁目9-46 0823-34-2000

１１．呉市　阿賀地区

青山病院 青　山　　　喬
リハビリテーション科・人工透析内科・
内科 呉市阿賀北５丁目15-3 0823-71-0151

青山病院 石　原　康　子
リハビリテーション科・人工透析内科・
内科 呉市阿賀北５丁目15-3 0823-71-0151

呉記念クリニック 栗　原　　　毅 外科 呉市阿賀北３丁目4-11 0823-72-3030

呉記念クリニック 栗　原　敬　之 整形外科 呉市阿賀北３丁目4-11 0823-72-3030

クリニック　平田整形外科 平　田　敏　明
外科・整形外科・内科・リハビリテー
ション科 呉市阿賀中央４丁目5-25 0823-69-7360

クリニック　平田整形外科 平　田　知　代
外科・整形外科・内科・リハビリテー
ション科 呉市阿賀中央４丁目5-25 0823-69-7360

呉芸南病院 平　田　康　彦
内科、消化器科、整形外科、外科、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市阿賀中央６丁目7-24 0823-72-1155

芸南耳鼻咽喉科 平　田　正　五 耳鼻咽喉科 呉市阿賀中央6-2-11 0823-74-0022

小林医院 小　林　研　介 内科、消化器内科 呉市阿賀中央８丁目5-9 0823-71-8205

田辺医院 田　邊　真　一 内科、小児科 呉市阿賀中央3-5-6 0823-73-5011



奈良井眼科 奈良井　章　人 眼科 呉市阿賀中央6-2-11 0823-75-1146

馬場医院 馬　場　國太郎 内科、小児科 呉市阿賀中央８丁目8-10 0823-71-8269

森川内科医院 森　川　英　治 内科 呉市阿賀南5-2-10 0823-75-0808

森岡歯科医院 森　岡　一　宰 歯科 呉市阿賀北5-34-2 0823-73-6171

１２．呉市　広地区

上田耳鼻咽喉科医院 上　田　敏　之 耳鼻咽喉科、アレルギー科 呉市広大新開1-2-4 0823-71-0126

碓井サテライトクリニック 碓　井　芳　樹  胃腸科,  肛門科 呉市広本町３丁目6-17 0823-71-7031

大宇根内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 大宇根　晃雅
内科、呼吸器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放
射線科 呉市広古新開1-1-31 0823-76-2202

大下皮膚科泌尿器科医院 大　下　博　史 皮膚科、泌尿器科 呉市広本町１丁目3-1 0823-71-0201

神垣小児科 神　垣　昌　人 小児科 呉市広中町12-24 0823-71-3400

きむら内科消化器科クリニック 木　村　誠一郎 内科、消化器科 呉市広大新開３丁目3-50 0823-76-5511

小早川クリニック心療内科 小早川　英夫 心療内科、精神科 呉市広古新開7丁目8-2-301 0823-76-3351

さいとう内科外科医院 斉　藤　　　寛 内科、胃腸科、神経内科 呉市広大新開1-4-3 0823-72-7716

眼科　宍道医院 宍　道　健　介 眼科 呉市広中町15-25 0823-71-8717

杉医院 杉　　　桂　二
外科、内科、整形外科、小児科、胃腸
科、神経科、精神科 呉市広本町3-16-9 0823-71-3326

すなほりレディース　クリニック 砂　堀　公　二 産婦人科、内科 呉市広古新開2-4-27 0823-75-1212

竹本医院 竹　本　　　学 内科、小児科 呉市広小坪1丁目30-2 0823-72-7426

玉木産婦人科クリニック 玉　木　正　治 産婦人科、内科 呉市広本町3-22-26 0823-71-2248

たまき整形外科 玉　木　　　隆 整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市広本町3丁目18-12 0823-76-5757

中央内科クリニック 川　合　　　淳 内科、循環器科 呉市広中町12-5 0823-71-8585

中央内科クリニック 川　合　　　徹 内科、循環器科 呉市広中町12-5 0823-71-8585

堂脇歯科医院 堂　脇　一　朗 歯科 呉市広本町3-1-19 0823-71-1161

堂脇歯科医院 堂　脇　かおる 歯科 呉市広本町3-1-19 0823-71-1161

苗村小児科 苗　村　政　子 小児科 呉市広白石4丁目8-35 0823-74-7373

中塩内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 中　塩　　　了 内科、消化器科 呉市広駅前1-1-10 0823-74-8181

二井谷内科 二井谷　研　二 内科 呉市広駅前2丁目1-15 0823-71-3700

早川クリニック 早　川　　　浩 心療内科、精神科、内科 呉市広大広2丁目7-4 0823-76-6007

福岡医院 福　岡　卓　実 内科、循環器科 呉市広古新開７丁目1-16 0823-71-7013

ふじい内科循環器科 藤　井　秀　昭 内科、循環器科 呉市広本町3丁目17-21 0823-73-7070

ふたば病院 野　間　興　二 内科 呉市広白石4-7-22 0823-70-0555 

松尾内科循環器科クリニック 松　尾　修　介 内科・循環器科 呉市広古新開7丁目8-2-302 0823-76-6711

三木谷胃腸科内科医院 三木谷　　政夫 内科 呉市広両谷2-6-11 0823-71-7010

森皮ふ科アレルギー科 森　　　　　保 皮膚科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 呉市広古新開8-7-23 0823-74-4112

守屋医院 守　屋　英　一 皮膚科 呉市広駅前町１丁目2-24 0823-72-5660



山岡外科 山　岡　 勝　彦 外科・整形外科・胃腸科･肛門科 呉市広中新開３丁目8-38 0823-73-6622

吉本小児科医院 吉　本　　　功 小児科 呉市広本町3-19-26 0823-73-6780

内科　離宮 太　治　憲　男
内科・小児科・呼吸器科・循環器科・
放射線科・リハビリテーション科 呉市広大新開1-4-19 0823-75-2211

１３．呉市　郷原地区

呉記念病院 栗　原　　　誠
整形外科、内科、外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科、歯科 呉市郷原2379-42 0823-70-3200

呉記念病院 岡　田　雅　晴
整形外科、内科、外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科、歯科 呉市郷原2379-42 0823-70-3200

郷原診療所 池庄司　正　幸 内科、胃腸科 呉市郷原町1820-1 0823-77-1588

本田内科クリニック 本　田　和　徳 内科、小児科、呼吸器科　ｱﾚﾙｷﾞｰ科 呉市郷原町1650-1 0823-77-1555

１４．呉市　仁方地区

石井外科診療所 石　井　哲　朗 外科、内科、整形外科 呉市仁方西神町6-13 0823-79-5601

石井外科診療所 石　井　尚　子 内科 呉市仁方西神町6-13 0823-79-5601

田村内科小児科 田　村　　　宏 内科、小児科 呉市仁方西神町4-14 0823-79-0842

村上内科胃腸科 村　上　　　享 内科、胃腸科 呉市仁方本町2-9-29 0823-79-1333

１５．呉市　川尻地区

川尻内科診療所 朝　倉　靖　夫 内科 呉市川尻町西1-4-7 0823-87-6181

菅田医院 菅　田　宗　樹
外科、内科、皮ふ科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市川尻町東1-21-1 0823-87-2529

住吉医院 住　吉　睦　人 内科、小児科 呉市川尻東1-10-12 0823-87-6123

藤田医院 藤　田　恵　子 内科 呉市川尻町西2丁目-14-25 0823-87-2067

山下内科ｸﾘﾆｯｸ 山　下　善　寛 内科、消化器科、呼吸器科 呉市川尻町西2-4-28 0823-87-2145

渡辺クリニック 渡　邊　倫太郎 内科、小児科 呉市川尻町西2丁目-11-15 0823-87-2025

１６．呉市　安浦地区

中山クリニック 中　山　賢　証 内科、循環器科 呉市安浦町中央2-2-6-1Ｆ 0823-84-0877

西田医院 西　田　和　郎 内科 呉市安浦町中央4-1-11 0823-84-2019

呉市国民健康保険　安浦診療所 井　上　林太郎 内科、循環器科
呉市安浦町安登西６丁目1-
39

0823-84-3034

１７．呉市　音戸・倉橋地区

いけだ歯科医院 池　田　正　彰 一般歯科 呉市音戸町鰯浜2-9-12 0823-51-2056. 

石井クリニック 　石　井　　修
外科・胃腸科・整形外科・リハビリ
テーション科・皮膚科

呉市音戸町南穏度1-5-14 0823-51-2201

角医院 角　　　祐一郎 内科 呉市音戸町藤脇2丁目19-3 0823-56-0508

角医院 角　　　順　子 内科 呉市音戸町藤脇2丁目19-3 0823-56-0508

川岡整形外科医院 川　岡　一　彦 整形外科 呉市音戸町波多見1-28-16 0823-52-0021



黒澤医院 黒　澤　靖　郎 内科、小児科 呉市音戸町北隠渡1丁目6-3 0823-52-2215

黒澤波多見診療所 黒　澤　逸　郎 内科
呉市音戸町波多見5丁目16-
12

0823-52-1118

河野診療所 河　野　正二郎 内科、泌尿器科 呉市音戸町鰯浜2-3-31 0823-52-2277

田中医院 田　中　理　伸 内科、小児科 呉市音戸町渡子2-27-3 0823-52-2771

仁井谷医院 仁井谷　邦　彦 外科、整形外科、皮膚科 呉市音戸町高須3丁目7-2 0823-52-1200

西亀診療院 西　亀　元　視 内科 呉市倉橋町11824 0823-54-0316

室尾　林医院 林　　　英　紀 整形外科、内科 呉市倉橋町11897-26 0823-54-0200

向井内科 向　井　　　皇
内科、胃腸科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科 呉市音戸町田原2-2-8 0823-51-2112

森本医院 森　本　忠　雄 内科、循環器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 呉市倉橋町7382-2 0823-56-2225

１８．呉市　蒲刈地区

住吉浜病院 吉　中　　　建 内科、呼吸器科、放射線科 呉市下蒲刈町下島2498 0823-65-2345

１９．呉市　大長・豊島地区

伊藤医院 伊　藤　克　浩 内科、小児科 呉市豊浜町豊島4011-2 0846-68-2019

沖本ｸﾘﾆｯｸ 沖　本　信　和 内科、外科、整形外科、循環器科 呉市豊町久比185-4 0846-66-2314

越智医院 越　智　崇　史
内科、消化器科、循環器科、呼吸器
科、小児科、放射線科 呉市豊町大長4976-2 0846-66-2110

升谷医院 後　藤　友　彦
外科、一般消化器外科、肛門科、内
科 呉市豊浜町豊島3958 0846-68-2015

２０．安芸郡　熊野・坂町地区

大瀬戸内科 大瀬戸　　　隆 内科、小児科
安芸郡熊野町出木庭2-18-
11

082-854-8585

梶山医院 梶　山　浩　史 内科、循環器科 安芸郡熊野町貴船48 082-854-2771

児玉クリニック 児　玉　久　光 内科、外科、胃腸科 安芸郡熊野町萩原4081 0822-855-4700

酒井耳鼻咽喉科皮ふ科医院 酒　井　利　忠 耳鼻咽喉科 安芸郡熊野町萩原4061-2-1 0822-855-2629

酒井耳鼻咽喉科皮ふ科医院 酒　井　伊勢子 皮膚科 安芸郡熊野町萩原4061-2-1 0822-855-2629

豊田レディースクリニック 豊　田　紳　敬 産科、婦人科、内科
安芸郡熊野町大字川角401-
2

082-855-1913

はまもと皮ふ科 濱　本　嘉　昭 皮膚科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、形成外科 安芸郡熊野町2702-1 082-855-2662

宗盛医院 宗　盛　　　修 内科 安芸郡熊野町中溝4-1-8 082-854-1111

２１．江田島市

青木病院 青　木　博　美
外科、内科、整形外科、耳鼻科、眼
科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

江田島市江田島町中央4-
17-10

0823-42-1121

秋月診療所 青　木　早　苗 内科
広島県江田島市江田島町秋
月2丁目6-15

0823-42-0235

おおいし耳鼻咽喉科 大　石　善　道 耳鼻咽喉科
広島県江田島市能美町高田
間所1519-13

0823-45-0387

島の病院おおたに 大　谷　宏　明

整形外科、リハビリテーション科、総
合診療科、小児科、内科、消化器内
科、循環器内科、泌尿器科、乳腺外

広島県江田島市能美町中町
4711

0823-45-0303

梶川医院 梶　川　　　学 内科
広島県江田島市沖美町岡大
王441

0823-48-0201

tel:0846-66-2314#


川崎医院 川　崎　正　晴 内科、外科、小児科
広島県江田島市沖美町鹿川
3089-1

0823-45-2031

芸南クリニック 濵　井　直　人 消化器科、外科、内科
広島県江田島市大柿町柿浦
991-1

0823-57-3705

幸田医院 　　安　井　大　介 内科、外科、小児科
広島県江田島市大柿町柿浦
2076-8

0823-57-2041

澤医院 澤　　　裕　幸 外科
広島県江田島市大柿町小古
江668-2

0823-57-2003

砂堀医院 砂　堀　　　亨 内科、　小児科、放射線科
広島県江田島市能美町中町
4930-5

0823-45-3333

冨永医院 冨　永　宣　昭 内科
広島県江田島市能美町中町
2409

0823-45-3141

長尾医院 長　尾　秀　幸 内科、小児科
広島県江田島市沖美町三吉
2707

0823-47-0204

深江　長坂医院 長　坂　邦　子 内科
広島県江田島市大柿町深江
963-1

0823-57-2036

大君　浜井病院 濵　井　雄一郎 外科、胃腸科
広島県江田島市大柿町大君
962-1

0823-57-5678

堀澤クリニック 堀　沢　英　世 外科、内科
広島県江田島市能美町高田
3323

0823-40-2112

丸石内科クリニック 丸　石　秀　正 内科、胃腸科、放射線科、
広島県江田島市能美町鹿川
1263-1

0823-45-5161

水口医院 　　水　口　太　郎 内科
江田島市江田島町中央2-1-
5

0823-42-0018

森藤医院 森　藤　清　輝 内科、外科、小児科
江田島市江田島町切串2-
17-10

0823-44-1156

森本歯科医院 森　本　英　樹 歯科、小児歯科、矯正歯科 江田島市大柿町大原483 0823-57-0557

吉田病院 吉　田　玲　夫 精神科、神経科、内科
広島県江田島市江田島町津
久茂2-6-2

0823-42-1100

２２．東広島市

岡本内科・消化器科 岡　本　一　馬 内科、消化器科 東広島市黒瀬町兼広138 0823-83-1611

康成病院 小　林　史　典 内科、泌尿器科 東広島市黒瀬町楢原757 0823-82-3113

康成病院 桒　島　利江子 内科、循環器科 東広島市黒瀬町楢原757 0823-82-3113

サザンクリニック 平　野　克　壽 内科、心療内科 東広島市黒瀬町兼広137-8 0823-83-6171

清水医院 清　水　雅　宏 内科 東広島市黒瀬町丸山1324 0823-82-2011

新開医院 新　開　洋　一 内科、小児科 東広島市黒瀬町兼沢1074 0823-82-2074 

新開医院 新開　万智子 内科 東広島市黒瀬町兼沢1074 0823-82-2074 

真愛病院 山　口　昌　宏 内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 東広島市黒瀬町兼広279 0823-70-4011

野村脳神経外科クリニック 野　村　雅　之 脳神経外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 東広島市黒瀬町兼広137 0823-83-1811

はたの小児科 波多野　修　一 小児科 東広島市黒瀬町兼広5-1 0823-83-1011

松ヶ丘医院 谷　田　秀　則 内科
東広島市黒瀬町松ヶ丘617-
189

0823-82-0123

むぎ耳鼻咽喉科医院 藤　原　裕　美 耳鼻咽喉科 東広島市黒瀬町兼広140 0823-83-3387

２３．広島市

井藤矯正歯科 井  藤　一江 矯正歯科
広島市佐伯区五日市駅前2-
11-12-201

082-925-5566

井藤矯正歯科 明石 由 紀子 矯正歯科
広島市佐伯区五日市駅前2-
11-12-201

082-925-5566

野村歯科医院 野 村　俊 夫 歯科
広島市安芸区矢野南1-17-
11

082-888-8188

内科　久安医院 大久保　雅通 内科 広島市西区観音本町2-7-23 082-291-6645



廣本クリニック 廣　本　雅　之
内科、外科、胃腸科、肛門科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科 広島市安芸区矢野南3-1-2 082-888-5077

むらかみ歯科医院 村　上　和　億
一般歯科、小児歯科、歯科口腔外
科、矯正歯科 広島市西区南観音3-1-4 082-503-3335

クリスタル歯科クリニック 宮村　健一 歯科 広島市東区牛田東2-12-36 082-223-5400

２４．三原・尾道地区

板阪内科小児科医院 板　阪　和　雅 内科、小児科
広島県尾道市西久保町12-
28

0848-37-3803

尾道クリニック 浜　口　直　樹 内科
広島県尾道市新浜２丁目10-
12

0848-25-3077

尾道クリニック 落　合　真理子 内科
広島県尾道市新浜２丁目10-
12

0848-25-3077

にしがき脳神経外科医院 西　垣　慎　一 脳神経外科・神経内科
広島県尾道市新浜１丁目9-
27

0848-20-0802

藤田内科医院 藤　田　道　雄 内科
広島県尾道市長江１丁目23-
8

0848-20-7133

村上記念病院 山　辺　高　司 内科、循環器科
広島県尾道市新浜１丁目14-
26

0848-22-3131

宗永歯科医院 宗　永　泰　一 歯科、歯科口腔外科 広島県尾道市向東町8861-1 0848-44-6470

２５．竹原地区

三好歯科医院 三　好　敏　朗 歯科 竹原市竹原町3552-7 0846-22-0959

２6．県外

スマイル矯正歯科クリニック 小  澤  　奏 歯科・矯正歯科
松山市湊町4-12-9メゾンM2
ビル2F

082-888-8188

高松歯科口腔外科クリニック 三次　正春 歯科・歯科口腔外科 高松市塩屋町11-16 087-813-1666


