
R4.4.1現在

市町 病　　　院　　　名 住　　　　　　所 電話番号

岩国病院 岩国市岩国３－２－７ 0827-41-0850

錦病院 岩国市錦見７－１５－７ 0827-41-0177

岩国第一病院 岩国市岩国１－２０－４９ 0827-41-0019

岩国中央病院 岩国市今津町４－１５－３ 0827-23-1600

岩国市立錦中央病院 岩国市錦町広瀬１０７２－１ 0827-72-2321

岩国市立美和病院 岩国市美和町渋前１７７６ 0827-96-1155

岩国みなみ病院 岩国市南岩国町２－７７－２３ 0827-32-4100

みどり病院 岩国市由宇町３５９－１ 0827-63-0111

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

リフレまえだ病院 岩国市玖珂町１８８７ 0827-82-3521

玖珂中央病院 岩国市玖珂町１４４８ 0827-82-5123

山口平成病院 岩国市玖珂町臼田１１３４０ 0827-82-6111

周防病院 岩国市周東町上久原１２３ 0827-84-1223

藤政病院 岩国市周東町下久原２４０３－１ 0827-84-0037

柳井市 坂本病院 柳井市余田３６２６－２ 0820-23-6800

周防大島町立大島病院 大島郡周防大島町大字小松１４１５－１ 0820-74-2580

周防大島町立東和病院 大島郡周防大島町大字西方５７１－１ 0820-78-0310

日良居病院 大島郡周防大島町大字土居１４２６－１ 0820-73-0527

徳山静養院 周南市五月町１３－１ 0834-31-1734

周南病院 周南市御幸通２－８ 0834-21-0357

徳山病院 周南市南浦山町５番14号 0834-21-3750

鼓ケ浦こども医療福祉センター 周南市大字久米字西殿山７５２－４ 0834-29-1430

田中病院 周南市三番町１－１２ 0834-32-2000

湯野温泉病院 周南市大字湯野４２１７－２ 0834-83-2083

黒川病院 周南市五月町８－１９ 0834-32-2015

周南市立新南陽市民病院 周南市宮の前２－３－１５ 0834-61-2500

周南高原病院 周南市大字須々万本郷２９－１ 0834-88-0391

徳山リハビリテーション病院 周南市大字徳山６２６ 0834-33-7770

下松中央病院 下松市古川町３－１－１ 0833-41-3030

下松病院 下松市新川２－１－１ 0833-41-2727

梅田病院 光市虹ケ浜３－６－１ 0833-71-0084

光中央病院 光市島田２－２２－１６ 0833-72-0676

みちがみ病院 光市光ケ丘２－５ 0833-72-3332
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山口よしき病院 山口市吉敷佐畑４－９－１ 083-922-2350

山口病院 山口市駅通り２－１０－７ 083-922-1191

丘病院 山口市中河原町２－１４ 083-925-1100

柴田病院 山口市大内矢田北５丁目１１番２１号 083-927-2800

佐々木外科病院 山口市泉都町９－１３ 083-923-8811

山口若宮病院 山口市下小鯖１５２２ 083-927-3661

小郡第一総合病院 山口市小郡下郷８６２－３ 083-972-0333

阿知須共立病院 山口市阿知須４８４１－１ 0836-65-2200

阿知須同仁病院 山口市阿知須４２４１－４ 0836-65-5555

山口リハビリテーション病院 山口市黒川３３８０ 083-921-1616

小郡まきはら病院 山口市小郡若草町３－４ 083-973-0222

林病院 山口市小郡下郷７５１－４ 083-972-0411

済生会湯田温泉病院 山口市朝倉町４－５５ 083-932-3311

防府保養院 防府市岩畠１－２－１ 0835-38-0535

三田尻病院 防府市お茶屋町３－２７ 0835-22-1110

桑陽病院 防府市車塚町３－２０ 0835-23-1781

松本外科病院 防府市天神２－１－４４ 0835-22-1409

防府胃腸病院 防府市駅南町１４－３３ 0835-22-3339

山口博愛病院 防府市お茶屋町２－１２ 0835-22-2310

緑町三祐病院 防府市緑町１－５－２９ 0835-22-3145

防府病院 防府市高井９６１ 0835-22-0759

山口県立こころの医療センター 宇部市大字東岐波東小沢４００４－２ 0836-58-2370

尾中病院 宇部市寿町一丁目３番２８号 0836-31-2133

宇部記念病院 宇部市上町１－４－１１ 0836-31-1146

セントヒル病院 宇部市今村北３－７－１８ 0836-51-5111

宇部第一病院 宇部市木田中山田４０―２０ 0836-62-1001

サンポプラ病院 宇部市明治町１丁目７－７ 0836-21-2864

シーサイド病院 宇部市大字東岐波字丸尾４３２２－１ 0836-58-5360

宇部協立病院 宇部市五十目山町１６－２３ 0836-33-6111

高嶺病院 宇部市大字善和１８７－２ 0836-62-1100

厚南セントヒル病院 宇部市大字妻崎開作１０８ 0836-44-2111

宇部仁心会病院 宇部市寿町３－２－２６ 0836-31-3337

宇部

防府

山口



R4.4.1現在

市町 病　　　院　　　名 住　　　　　　所 電話番号

県内対象病院一覧

小野田心和園 山陽小野田市丸河内９５９－２ 0836-83-3701

小野田赤十字病院 山陽小野田市小野田３７００ 0836-88-0221

長沢病院 山陽小野田市中央１－５－２６ 0836-83-3000

森田病院 山陽小野田市赤崎２－１０－１ 0836-88-0137

美祢市立美東病院 美祢市美東町大田３８００ 08396-2-0515

美祢市立病院 美祢市大嶺町東分１１３１３－１ 0837-52-1700

長門一ノ宮病院 下関市形山みどり町１７－３５ 083-256-2011

西尾病院 下関市竹崎町１－１６－３ 083-223-8138

長府病院 下関市長府中之町２－４ 083-245-1131

森山病院 下関市宮田町２－８－２０ 083-231-0781

桃崎病院 下関市田中町１－１０ 083-232-2533

下関リハビリテーション病院 下関市今浦町９－６ 083-232-5811

岡病院 下関市小月本町２－１５－２０ 083-282-0070

野村病院 下関市横野岡の下１０３８－１ 083-258-2737

前田内科病院 下関市川中豊町７－１－３９ 083-254-1110

下関市立豊田中央病院 下関市豊田町大字矢田３６５－１ 083-766-1012

豊北病院 下関市豊北町大字粟野２３９７ 083-785-0222

斎木病院 長門市東深川西新開１３４ 0837-26-1211

岡田病院 長門市東深川８８８ 0837-23-0033

三隅病院 長門市三隅中３２４２ 0837-43-0711

福永病院 長門市日置中２４９０ 0837-37-3911

玉木病院 萩市瓦町１ 0838-22-0030

萩慈生病院 萩市大字山田４１４７－１ 0838-25-6622

萩市民病院 萩市大字椿３４６０－３ 0838-25-1200

全眞会病院 萩市山田西沖田４８０７－３ 0838-22-4106

萩病院 萩市大字堀内２７８ 0838-25-1498

萩むらた病院 萩市大字今古萩町３０－１ 0838-25-9170

長門

萩

山陽
小野田

美祢

下関


